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「Tech Trends」は10年以上に亘ってビジネス環境やテク

ノロジー進化を捉え、今後1年半から2年以内に各企業に

おけるニーズが成長期を迎える可能性が高いトレンドに対

して、デロイト内外の専門家の見地を結集し見通しを述べ

ている。

今年は、COVID-19の影響による社会環境の変化に対応し

た内容が盛り込まれており、浮き彫りになったビジネス継続

の難しさへの対応や、新たな働き方の模索に対するヒント

が含まれている。これまで12年継続したリサーチの中でも、

トレンドの流れが大きく変化することはないものの、トレン

ドに対する視点が多く変化した重要な節目となるものであ

ると考えている。

2021年の「Tech Trends」は、9つの章で構成されており、

これら各章を意味付けして分類すると「The heart of the 

enterprise」、「Data: The art of the possible」、「A 

better experience, inside and out」という3つのカテ

ゴリーに分けられる。

「Tech Trends」のテーマ設定は、専門家の意見交換に多

くの時間を要して決定される。なぜこの3つの観点にテーマ

設定が収斂されたのかということに考えを巡らせると、

COVID-19により先行きを見通すことが困難になっている

状況の中で、いかに企業が従業員エクスペリエンスをテクノ

ロジーの最大活用により再定義・向上できるのか、という

点が色濃く映し出された本編になっていると捉えている。

「The heart of the enterprise」には、「新たな戦略への

かじ取り」、「コアの再生」、「サプライチェーンの寸断」の3

章が含まれている。すべての企業はビジネス展開の主軸に

ITを活用したテクノロジーカンパニーへ進化していくという

考えを前提としており、ビジネス成長や新規事業創出など

においてテクノロジー要素を含まないアイデアが限定的に

なっていく中で、企業の基幹システムやSCMなどをいかに

ビジネス戦略にアラインさせていくか、という論点になって

いる。

「Data: The art of the possible」には、「MLOps：AIの

工業的活用」、「マシンデータ革命：データが機械を巡る」、

「ゼロトラスト： 決して信頼せず、常に検証する」の3章が

含まれており、企業全体における自動化やテクノロジーを

活用した意思決定など、徐々に活用範囲が拡大しているAI

や機械学習を更に多くの業務に取り入れることで、これまで

のヒトによる労働力に加え、企業が新たな労働力としてテク

ノロジーを活用していく事例が挙げられている。これは日本

における労働人口の減少や IT要員の高齢化などに対する

解決策の一つとして参考となるものである。

「A better experience, inside and out」は、「デジタル

ワークプレイスの再起動」、「70億人のオーダーメイド：デ

ジタルとフィジカルの融合」の2章で、企業における顧客、

従業員などのステークホルダーとの関係性において、デジ

タルとリアルの境界線が曖昧になる流れに加え、「DEIテク

ノロジー：エクイティのためのツール」の章の中で多様性、

公平性、インクルージョンに関する企業の取り組みについて

テクノロジーを活用した従業員との関係性構築が論点に

なっている。各企業においてエシックスがビジネスパフォー

マンスに直結することが認識されており、今後最も注目され

る領域の一つと捉えている。

さて、日本においては2021年9月を目途にデジタル庁の

発足が予定されており、行政のより一層のデジタル推進が

期待されている。デロイトでは今回の「Tech Trends 

2021」の内容を受け、官公庁業界における各章のトレンド

に対するレディネスの状況と適用された場合に与えるイン

パクトをまとめている。特徴的な点をいくつか挙げてみると、

日本版発行に寄せて
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「MLOps：AIの工業的活用」、「マシンデータ革命：デー

タが機械を巡る」、「70億人のオーダーメイド：デジタルと

フィジカルの融合」などは、官公庁業界に与えるインパクト

が大きいトレンドと想定される一方で、日本だけでなく各

国の行政機関で準備が整っていない状況となっている。日

本行政のデジタル化においては、他国をリードするポジショ

ンまでの成果を期待したいところであり、挙げられたトレン

ドの実現を優先的に取り組んでいくことが世界的な水準か

ら見た場合に分かりやすい成果となるのではないかと考え

ている。

また、「コロナ環境となり、テクノロジートレンドに大きな変

化が起きているか」という問いをさまざまな企業から受ける

ことがあるが、デロイトのCIO Program Officeのメンバ

などの見解としては、これまでの「Tech Trends」で語って

きた流れを否定するものではなく、特別に新たなものが出

てくるものではないということである。この見解は同意でき

るものであり、これまで語ってきた「Tech Trends」は継続

され、COVID-19の影響によって、トレンドが広く普及する

時間軸が早くなったという見方がしっくりくると理解してい

る。この感覚は日本の各企業の経営者も捉えている点であ

り、さまざまな企業の方々からDX推進についてより時間軸

を早めて取り組みを進めたいという相談を多く受けている。

DX推進には経営トップやマネジメントの強いコミットメント

とリーダシップが欠かせないが、経営トップのDXの捉え方

により、相談の入り方を大別すると2つに分かれている状況

である。

1つは、経営トップが「DXを推進すべし」というメッセージ

を出すものの、DX環境を整えることが何を目的としたもの

か具体化されていない、あるいは議論が煮詰まらない状態

のまま、マネジメント層が現場に号令を落とし、ITソリュー

ションを導入することがDXであるといったキーワードと理

解し右往左往している企業。これは、数十年前にERPがは

やり言葉となりパッケージ導入が目的となったケースが多く

見られたように、模倣やテクノロジー導入主導のDXの取り

組みに陥っているように見受けられる。

2つ目は、これまで既存ビジネス成長や新規ビジネスの創

出においてDXの取り組みを一定程度進めてきたが、企業

全体の競争力を高めるためには内部の IT環境（ITマネジメ

ント、組織、アーキテクチャなど）を再度見直して、ファンダ

メンタルな部分を強化していくことが必要と認識している企

業である。こちらの企業群は、CX向上、EX向上といった目

的が明確となっており、そのためのニーズをしっかり捉えた

具体的な取り組みが見えている。

この2つの違いは、もちろんこれまでの各企業におけるDX

推進の進捗度合いや業界特性、ビジネス環境の違いからで

てきているものもあるが、いかに企業のマネジメント層が企

業変革、組織風土改革の大きなアジェンダを実現するため

のツールとしてのDX推進を意識できているかが分かれ目

ではないかと考える。

各章では、技術トレンドだけではなく先進的企業の取り組

みが紹介されており、取り組みの目的や目指す姿が示され

ている。本レポートをご覧いただき是非技術活用の背景を

読み解き、自社とのギャップを捉えつつ、自社にとって参考

となる示唆を拾い上げてほしい。本レポートが日本企業に

おけるデジタルトランスフォーメーション推進のヒントとな

れば幸いである。
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こうして見えてきた未来は、2020年1月に描いてい
たものとは大きく異なるだろう。COVID-19の危機
は、重大かつ予想外の変化を引き起こした。業務の
スピードや効率性を高めるだけではなく、需要や顧
客の期待の劇的な変動に対応するために、デジタル
変革への取り組みを加速させる企業が業界問わず増
えている。例えば、多くのサプライチェーン部門のリー
ダーは混沌の中でも機能できると自負していたが、
かつてWarren Buffetが冗談交じりにいっていたよ
うに、潮が引いてみると裸で泳いでいた者が露呈し
た。経営層によるFuture of Work（新しい仕事の在
り方）の議論がまさしくそうだった。それは遠い未来
のこととして議論されていたが、パンデミックにより
年単位の余裕あるスケジュールは数週間への短縮を
余儀なくされた。

このような背景から、今年の「Tech Trends」レポー
トでは今後1年半から2年以上先を見据えての計画

策定において考慮すべき機会、戦略、テクノロジーに
ついて解説する。

• エンタープライズテクノロジーについては、企業
戦略とテクノロジー戦略を連携させることの重要
性に焦点を当てる。クリティカルコア（基幹）と、
非デジタルネイティブ層がクラウド、ローコードや
プラットフォームファースト戦略をいかに活用しレ
ガシー資産から効果を引き出しているかを再考
する。また、サプライチェーン変革の詳細につい
ても考察する。

• データに関しては、「MLOps」（機械学習に関す
るDevOps）によってAIの取り組みを工業化（自
動化などによりAIを継続的かつ安定的に開発・
運用できる状態を作ること）し、その結果、人で
はなく機械が利活用の主体となる新たなデータ
管理アプローチを採用した先行事例を紹介する。

詩人Robert Burnsが考えを巡らせたように、
綿密に練られた計画ほど狂うことも多い。
2020年1月、我々の多くは組織、テクノロ

ジーや生活について数ヶ月先までの見通しを立てて
いたが、COVID-19が世界にパンチを浴びせ、多く
の計画を無益なものにしてしまった。この歴史的な
出来事によって我々は一夜にして想定を覆され、衝
撃的なほど唐突に、想定外の順応性と対応力の発揮
を強いられた。

パンデミックが社会、経済、生活に影響を及ぼし続
けていることを念頭に置きつつ、「Tech Trends 
2021」を紹介したい。今回のテーマは「レジリエンス」
（回復力）としたが、これは、どのような変化に直面
しても適応し、成功するという確固たる決意を意味し
ている。さまざまな企業や業界全体が状況評価によ
り戦略を練り直し、将来に向けて前進していく中で、
この1年間にレジリエンスを発揮した事例が数多く
見られた。

はじめに
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また、サイバーセキュリティの新たな動向につい
ても議論する。

• 人と機械のインタラクションについては多様性、
公平性とインクルージョンを支援するワークプレ
イス（働く場）、デジタルエクスペリエンス、テクノ
ロジーの将来のトレンドに着目する。

これらのトレンドを総括すると、この1年の激動的な
出来事に、より希望に満ちた側面を見出すことができ
る。すでに実行に移されている新たなテクノロジーや
ビジネスの計画には、今後に向けた有望な道筋が示
されている。パンチを受けても立ち上がってきたCIO
やビジネスリーダーが、自信を持ってそれを導いてく
れるだろう。

それがまさにレジリエンスであるといえよう。

Scott Buchholz
Emerging technology research 
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Services chief technology officer
Deloitte Consulting LLP
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新たな戦略への舵取り

今日のテクノロジーは、ある組織に
とっては競争優位の源泉となるが、
別の組織にとっては生き残る上での
脅威となり得る。企業戦略とテクノ
ロジー戦略との境目は曖昧になって
きており、両者の整合は不可欠であ

る。経験豊富な戦略家たちは、自社におけるテクノロジーの
ケイパビリティや競争環境の現状に捉われることなく、テクノ
ロジーによって将来どのようにして自分たちが戦う場所、そし
て勝ち方を拡張するかについて、幅広く、その可能性を検討し
ている。しかし、不確実性と可能性の範囲はあまりにも複雑
で大きいため、ヒトの脳だけで処理するには限界がある。そ
のため、戦略家は高度な分析、自動化、AIを備えた戦略的テ
クノロジープラットフォームに注目している。組織は、これらの
ツールを使用して、自らの戦略の社内外への影響力を継続的
に把握し、戦略的な意思決定に必要な情報を提供し、成果を
モニタリングする。その結果、低頻度で手間のかかるプロセス
であった戦略策定を、継続的で動的なものへと転換しつつあ
り、戦略家は企業の未来についてより幅広くかつ創造的に考
えることが可能となっている。

コアの再生

レガシー基幹システムのモダナイ
ゼーションやクラウドへの移行は、
組織が持つデジタル化の可能性を
引き出してくれる。近年までこのよう
な取り組みはデジタルトランス
フォーメーションの予算枠を大きく

逸脱するものであった。これまで、クラウド移行やモダナイゼー
ション戦略にかかるコストは法外になり得るケースが多かっ
たが、状況は変わりつつある。デジタル先駆者とされる企業
は、アウトソーシングを上手く活用し始めており、従来のビジ
ネスケースを見直すことに成功している。同様に、コア領域に
対して、ローコード開発という選択肢も含めて、より強力なプ
ラットフォームへの移行を模索している企業もある。さらには、
多くの企業がERPシステムの技術的負債に対処し、不要な機
能をほかのプラットフォームへ移行するといったプラットフォー
ムファースト戦略を進めている。先行き不透明なビジネス環
境において、これらの革新的なアプローチは、レガシーシステ
ム資産が持つより多くの価値を引き出すことができるはずだ。
そして近い将来、CIOによるデジタルトランスフォーメーション
戦略の定石となり得るだろう。

サプライチェーンの寸断

これまで事業運営におけるコストと
して考えられてきたサプライチェーン
は、バックオフィスから離れ、顧客別
サプライチェーンの構築などを通じ
てトップラインに直接貢献できる役
割へとシフトしつつある。現在よりも

将来に焦点を当てている製造業者、小売業者、流通業者は、
サプライチェーンコストセンタを顧客重視のバリュードライバ
に転換する方法を模索している。例えば、彼らは自社のサプ
ライチェーンネットワーク上で収集できるデータを分析・共有
し、より多くの価値を生み出している。また、サプライチェーン
をより効率的、効果的、安全に機能させるために、ロボットや
ドローン、高度な画像認識を活用する機会を模索している。も
ちろん、多くの企業にとって、既に確立されたサプライチェー
ンを、レジリエントでかつ顧客起点のサプライネットワークに
転換することは簡単なことではなく、当然のことながら、長期
にわたる取り組みになるであろう。しかし、COVID-19で見ら
れたような大混乱は、これから当たり前のことのようになる可
能性もある。そんな中で、次にサプライチェーンを崩壊させる
ような世界的なクライシスが起こったとき、テクノロジーやサ
プライチェーンのリーダーは、「また起きるとは思ってもみな
かった」と主張することはできるだろうか。
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MLOps：AIの工業的活用

高度な機械学習（ML）モデルは、
効率的なパターンの発見、異常検知、
予測と意思決定、そして洞察の導出
など、ますます組織のパフォーマン
スを左右する重要なドライバとなり
つつある。MLモデルを開発環境か

ら本番環境、運用保守に効率的に移行するためには、個人に
依存せずに確立されたエンジニアリングプロセスに則る必要
がある。しかし、多くの企業は従来型の開発・実装プロセス
から脱却できないため、新しいMLモデルの検討が立ち消え
る、あるいはプロダクトチーム、運用スタッフ、データサイエン
ティスト間のコラボレーションが妨げられる状況に陥っている。
AIと機械学習の技術が成熟していく中で、開発と運用の連携
強化により、企業はこれらの障害を克服することができる。そ
れにより、ビジネスの変革に向けてAIを効率的に拡大するこ
とが可能となる。企業変革に対するAIと機械学習の効果を全
社的に享受するためには、これまでのような職人技に頼った
AIの時代ではなく、自動化され継続的かつ安定的に洞察を導
出する時代へと移り変わっていかなくてはならない。MLOps
（ML CI/CD、ModelOps、ML DevOpsとも呼ばれる）に踏み
出すべきである。開発、実装、運用保守に至るまで、DevOps
のツールやアプローチを取り入れることで、機械学習プロセ
スを工業化し拡大することが可能になる。

マシンデータ革命：データが機械を巡る

機械学習が企業の業務と意思決定
の在り方を変えようとしている中、
機械ではなく人間自身が意思決定
を行うために設計されたレガシー
データモデルとインフラが機械学習
の成功の障害になり得ることに、多

くのAI先駆者たちが気づき始めた。これに対応して、AI先駆
者たちはデータ管理のバリューチェーンを破壊し、再構築する
ための対策を講じている。トレンドの一部として、彼らは新し
い技術とアプローチを展開しており、その中には高度なデー
タキャプチャと構造化機能、ランダムなデータの関連性を識別
する分析、複雑なモデリングをサポートする次世代のクラウド
ベースのデータストアが含まれている。これらのツールと技術
を組み合わせることで、機械が人間の意思決定を支援するだ
けでなく、人間には不可能なリアルタイムかつ大きな意思決
定を行うという新しい時代に向け、ますます増加する大量の
データを意思決定の基盤として扱うことができるようになるだ
ろう。

ゼロトラスト：決して信頼せず、常に検証する

サイバー攻撃の高度化とエンタープ
ライズ環境の変化は、サイバーセ
キュリティに対する従来型の境界防
御型アプローチを脆弱なものにし
た。ゼロトラストは、最新のエンター
プライズ環境ではセキュリティに対

して異なるアプローチが必要であるとし、すべてのユーザ、
ワークロード、デバイス、およびネットワークが本質的に信頼
される境界はもはや存在しないという考え方である。ゼロト
ラストアーキテクチャでは、ユーザ ID、デバイス、ロケーショ
ンや、各接続コネクションへコンテキストを提供するその他の
要素を含め、すべての利用可能なデータに基づき一つ一つの
アクセス要求を検証し、細やかでリスクベースの判定を可能
とする。データ、アプリケーション、ワークロード、およびそ
のほかのリソースは独立し、侵害を封じ込めるための管理可
能単位として扱われ、アクセスは最小権限の原則に基づいて
提供される。ゼロトラストのセキュリティアーキテクチャを適
切に実現するために必要な自動化と技術は、セキュリティ体
制の強化、セキュリティ管理の簡素化、エンドユーザエクス
ペリエンスの向上、および最新のエンタープライズ環境の実
現に資するものとなる。しかし、ゼロトラストへの移行には
多大な労力と計画が必要であり、基本的なサイバーセキュリ
ティの問題への対処や、手動プロセスの自動化に加え、セキュ
リティ組織、テクノロジーランドスケープ、企業自体の変革が
必要となる。
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デジタルワークプレイスの再起動

パンデミックを受け、世界中で新た
な働き方に関する模索が続く中、多
くのビジネスリーダーはいまだ答え
の見つからない問いと向き合ってい
る。この状況が収束した後に、在宅
勤務は当たり前のものとして定着す
るのか、あるいは従前のように例外

となるのか。在宅勤務を当たり前とする働き方は持続可能で
あるのか。生産性や従業員のウェルビーイングにどのような
影響を及ぼすのか。対面でのコミュニケーションなくして、イ
ノベーションは可能なのか。物理的なオフィスの役割はどのよ
うに変わっていくのか。企業は、従業員が使用するツールやプ
ラットフォームから得られるデータを含め、デジタルワークプ
レイスのポジティブな側面を積極的に活用することによって、
ネガティブな側面を最小化することができるだろう。これによ
り、企業は、個人やチームのパフォーマンスを最大化し、パー
ソナライズされたエンプロイーエクスペリエンスを提供するこ
とができるようになり、従来のオフィス機能を大きく損なうこと
なく、リモートワークを推進することができるだろう。物理的
な職場や本社機能の進化に合わせ、企業はこうして得られた
データを活用することで、リモート環境とシームレスに連携す
る、より生産的で、よりコスト効率の高いオフィスを再構築す
ることができるようになる。

70億人のオーダーメイド： 
デジタルとフィジカルの融合

自宅でのリモートワーク、学校のオ
ンライン授業、食料品のネット注文
など、2020年を振り返ってみると、
デジタルがこれほど我々の日常生
活に融合した一年はなかっただろう。
その上、かつてないほどのデジタル
インタラクションの浸透により、我々

の多くは、日常生活のあらゆるシーンでデジタルを取り入れ
始めている。遠くない未来に人々は、オンラインとオフライン
が区別された現在の購買体験に満足することはなくなり、そ
れぞれのメリットが融合された新たなブランド体験を期待する
ことになるだろう。それは、オンラインショッピングの利便性を
犠牲にすることなく、高度にパーソナライズされた対面接客の
両方が組み合わされた新しい体験となる。今後1年半から2
年の間に、我々は、現実世界とデジタル体験がよりスムーズに、
途切れなくつながることを期待するだろう。顧客にとって、オ
ンラインとオフラインは別々の体験ではなくなる。双方の要素
を融合して、ひとりひとりの行動や態度、思考にあわせて設計
されたカスタマージャーニーにより、シームレスなブランド体
験を提供することが可能となる。

DEIテクノロジー： 
エクイティのためのツール

多くの組織では、多様性、公平性、
インクルージョン（DEI：Diversity, 
Equity, Inclusion）をビジネス活
動に欠かせないものとして取り入れ
ており、そこで採用されている多くの
包括的かつ組織全体に関わる人材

戦略は、企業および従業員のパフォーマンスを強化するため、
偏見（バイアス）や不平等に対処している。人事担当者は
DEI戦略を主導することが多い一方、テクノロジーリーダー
は、ますます複雑化するDEI人材課題に対応するため、テクノ
ロジーベースのソリューションを設計、開発、実行する戦略的
パートナーとして重要な役割を果たしている。今後数ヶ月の
間に、企業は、DEIの効果の理解、実現、および測定を支援
するために、自然言語処理や機械学習などの高度な分析、自
動化、AIを組み込んだ新しいツールを採用すると予想される。
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これらの強力なトレンドは、
過去12年間の考察を 
簡潔なフレームワークとして 
凝縮している。

• イネーブラー（成熟期のテクノロジー）
デジタルエクスペリエンス、データと分析、およ
びクラウドは、いくつもの革新的なビジネスモデ
ルと戦略を生み出してきた。これらの成熟したテ
クノロジーは、すでに10年間に及ぶ破壊的変化
の原動力となっており、今後もさらなるイノベー
ションを起こす余力を残している。

• ディスラプター（破壊的テクノロジー）
今日のデジタルリアリティ、AI、および分散プラッ
トフォームは今後広く普及し、急速な創造的破壊

を引き起こすだろう。ディスラプティブテクノロ
ジーは、今後10年間のビジネスイノベーション
を形成する。

• 新興テクノロジー
今後10年間で新興テクノロジーは成熟し、将来
のビジネスとテクノロジー戦略を形成していくだ
ろう。アンビエントエクスペリエンスは人間のニー
ズを予測し充足する、環境にシームレスに統合さ
れたユビキタスインターフェースを目指している。
エクスポネンシャルインテリジェンスはAIをベー
スに、人間の感情を認識して反応し、外部環境を
理解してあらゆるタスクを実行する能力を提供す
る。量子コンピューティングは亜原子粒子の特性
を利用し、今日のスーパーコンピューターには複
雑すぎる問題を処理する。
マクロフォースフレームワークはこれらのテクノ
ロジーがインタラクション、データ、およびコン

「Tech Trends」では過去10年以上に亘っ
て新興テクノロジーの動向を精査し、ビジ
ネス戦略への影響に関する理解を深めてき

た。広範囲に亘るトレンドの中から、ビジネスのイノ
ベーションと変革の主軸として複数のマクロテクノロ
ジーフォースが見えてきた。2020年版でも議論され
たこれらの強力なトレンドは、過去12年間の考察を
簡潔なフレームワークとして凝縮している。企業が新
興テクノロジーの理解を深め、ビジネスの方向性の
明確化、戦略的な意思決定、テクノロジー投資の優
先順位付けを行うための一助となることを期待して
いる。

過去10年間のイネーブラーテクノロジーから、2020
年代のディスラプター、そして今後の新興テクノロ
ジーへと進化するマクロフォースのフレームワークは、
過去、現在、そして未来の代表的なテクノロジー間
の密接なつながりを示している。

マクロテクノロジーフォース
新興テクノロジーのフレームワーク

111 2 3 4 5 6 7 8 9 マクロテクノロジーフォース



ピューティング（計算処理）に及ぼす影響と進化
の過程を視覚化するのに役立つだろう。

• インタラクション
人間とテクノロジーとの関わりが増え続ける中、
最終的にはシンプルさ、つまりわかりやすく自然
なインタラクション（やりとり）が求められる。

• データ
機械の情報管理手法が進化すると、最終的には
全知性に行き着く。つまり洞察と理解を組み合わ
せ、相関だけではなく因果関係も認識できる機
械を指す。

• コンピューティング（計算処理）
処理能力の拡大につれ、長期的な目標は 「豊か
さ」となり 、テクノロジーと情報から価値を得る
ための無限の力となる。

最後に、新興テクノロジーが持続的に発展していくた
めには強固な基盤が必要となる。その基盤はビジネ
スオブテクノロジー（IT機能のマネジメントの在り方）、
信頼（サイバーセキュリティ、法規制、エシックスに

関するリスクを含む）、コアモダナイゼーション（レガ
シーコアシステムを刷新するアプローチ）の3つで構
成される。
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ビジネスオブテクノロジー

IT組織のマネジメント

コアモダナイゼーション

ビジネスのコアシステムの刷新

信頼

サイバーセキュリティ、法規制、エシックス

デジタル
エクスペリエンス

チャネル中心から
人間中心デザインへの進化

デジタルリアリティ アンビエント
エクスペリエンス

透明性の高いユビキタス
インターフェースエンゲージメントの再構築

データと分析

データ管理、
アーキテクチャ、洞察

AI エクスポネンシャル
インテリジェンス

記号による、
深く、多面的なロジック

予測、処方、オーグメンテーション
（能力の拡張）、自動化

クラウド

柔軟性と偏在性

分散プラットフォーム 量子
コンピューティング

指数関数的な計算処理信頼、資産と接続性の分散

イ
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シンプルさ

全知性

豊かさ

基盤

最終段階イネーブラー
（成熟期のテクノロジー） 新興テクノロジーディスラプター

（破壊的テクノロジー）
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新たな戦略への舵取り

戦略とテクノロジーがより密接になるにつれて、
テクノロジーの選択には戦略的意図の反映が不可欠になる

テクノロジーをリードする戦略

テクノロジーを活用した戦略策定プラットフォームを利用して、
戦略に影響する動向を見極め、さまざまな選択肢を提示し、
実行と結果を監視する

テクノロジーを活用した戦略

戦略家は自分たちが戦う場所、そして勝ち方について、
より明確で、タイムリーに、創造的な選択を行っている

将来に備えた戦略
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することにより、組織の敏捷性、スケーラビリティ、
安定性が向上し、事業の選択の幅を広げることがで
きる1。デジタル時代において、戦略家がビジネス機
会を逃さないためには、従来の低頻度で手間のか
かる戦略策定プロセスではもはや不十分である。そ
のため、多くの企業が、企業全体およびビジネス部
門の戦略を立案、評価、実行するために、戦略的な
選択と実行の有効性を継続的に検知、予測、監視
できるテクノロジーツールを使用した流動的でア
ジャイルな戦略策定プロセスに移行しつつある。

その結果、ビジネス変化への適応や新戦略に舵を
切るといった判断がよりスピーディでスマートになり、
持続的な競争優位性の確立が可能となる。

テクノロジーと 
ビジネス戦略の溝を埋める

ビジネス戦略とテクノロジー戦略がより密接になる
につれ、多くの企業経営者は、戦略の多様化とアジ
リティを実現する上での自社の既存テクノロジーの
限界を感じ始めている。これらのテクノロジーの制
約を解消するためには、アーキテクチャからインプ
リテンメーションに至るまで統制されたテクノロ
ジーが必要であり、それによって、テクノロジーに確
実に下支えされたビジネス戦略を立案することがで
きると考えている。

当然ながら、戦略立案だけでは十分でなく、実行能
力が不可欠である。

テクノロジーが強力な破壊者として台頭して
きた世界において、経験豊富な戦略家たち
は、将来の可能性についてより明確で、タイ

ムリーにインスピレーションを与える選択を求めて
おり、新たな競争上の優位性や回避すべき脅威を常
に模索している。また、政府機関や非営利団体から
アライアンスパートナー、さらには「フレネミー」
（パートナーであると同時に競合でもある企業）に
至るまで、既存および新規のエコシステムパート
ナーと協力することで、新しい競争優位性を積極的
に追及する組織も増えている。

変化と不確実性の時代に企業が競争優位を構築す
るためには、ビジネス戦略とテクノロジー戦略の融
合が不可欠である。ビジネスとテクノロジーが融合

新たな戦略への舵取り
テクノロジー活用によるビジネス戦略策定・実行のアジャイル化

トレンド1
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実際に、戦略的な優先事項と実行能力についての
調査では、破壊的テクノロジーやデジタルへの関心
が高いCSOは、実行能力に自信がないと回答して
いる。デロイト グローバルが2020年に実施した
CSOサーベイによると、ほとんどの回答者（70％）
が破壊的成長を自社の成功にとって重要であると
評価しているが、戦略的優先事項を実現できると確
信しているのは13％に過ぎない2。

戦略立案だけでは
十分でなく、実行能力が
不可欠である。

効果的な実行には、戦略の立案、評価、実行のサイ
クルについて継続的に監視し、必要に応じて調整す
る必要がある。ほとんどの調査参加者が破壊的成
長を求めていると回答しているにも関わらず、71％
が戦略策定に3ヶ月以上費やしていると回答してい
る。また、ほぼ半数（45％）が毎年、あるいはそれ
以上に低い頻度で、2年ごと（23％）または3年ごと
（22％）に戦略を策定している。

最終的には、戦略家はテクノロジーリーダーと協力
して、組織が持つ重要なテクノロジーが組織の戦略
をサポートしていることを確認する必要がある。ま
た、組織のテクノロジスト（テクノロジーの構想・
実現を担う者）は、日々のテクノロジーに関する意
思決定を行うために適切なフレームワークを持ち、
企業の戦略を理解すべきである。

アジャイルな戦略策定 
プロセスへの移行に向けて

戦略の策定と実行をアジャイルで進めることは容易
ではない。目指す姿の実現に向けて、組織は土台を
固める必要がある。

強化された戦略機能
CEO、CSO、あるいはほかの取締役であっても、効
果的な戦略立案と実行には、経営戦略リーダーに
強力な権限を付与することが不可欠である。戦略
リーダーはCIOと協力して、経営者や取締役のビ
ジョンの拡大と形成を支援することができる。ある
大手石油・ガス会社の幹部は、「CSOは、長年の

慣習に異議を唱え、既存とは異なる市場環境につ
いてほかの経営陣に考えを促す必要がある」と語っ
た。成功を収めた戦略リーダーは、将来起こり得る
環境変化を予測し、自社が適合していくために必要
なテクノロジーについてトレンドや業界動向を継続
的に調査することで、戦略機能を強化している。

テクノロジーに精通した経営者
経営者は、自社が競争優位性を獲得し、来るべき
脅威に対抗できるよう投資をすでにしている、ある
いは今後すべき重要なテクノロジーについて、十分
に理解すべきである。リーダーは、概念実証から始
まり、新しいテクノロジーの試行、有用性が証明さ
れたプラットフォームの実装に至るまで、テクノロ
ジーのポートフォリオにおける投資の意思決定をサ
ポートする必要がある。さらに、導入するテクノロ
ジーが本当に自社の価値を向上させることができる
のかを適切に判断しなければならない。

ビジネスに精通したテクノロジーリーダー
同様に、テクノロジーリーダーとテクノロジストは、
ビジネスの内容と戦略的目標を十分に理解するた
め、戦略の策定プロセスおよび啓蒙プロセスに携わ
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るべきである。テクノロジーリーダーには、ビジネス
リーダーのパートナーとして、企業の全体方針やテ
クノロジー戦略と合致した、企業のビジョンを実現
するための最新テクノロジーの提案が求められる。
事実、Deloitte–Wall Street Journal Intelligence
の調査によると、CEOの40％が、CIOまたはテクノ
ロジーリーダーが企業のビジネス戦略において重
要な役割を担うと回答している。これは、CFO、
COO、CMOをそれぞれ重要な役割であると回答し
たCEOの総和を上回る3。加えて、テクノロジー導
入へのチャレンジにはCEOとCSOの積極的な関
与が不可欠である。これにより、自社がどこまでリ
スクを許容できるかが明確となり、大胆な取り組み
が可能となる。

戦略と合致したパートナー選定
結果を出す企業は、テクノロジープラットフォームと
エコシステムのパートナーが自社の戦略的目標と
整合しているかを慎重に精査し、選定している。大
切なエコシステムパートナーを選定する際には、
パートナーの長期的な目標や課題感を評価し、パー
トナー自身のビジョンが自社のビジョンと合致して
いるかを見極める必要がある。プラットフォームパー

トナーが業界におけるノウハウをモノにした後、パー
トナーから競合に変わるという最悪のシナリオは避
けたい。

戦略立案におけるコラボレーション
戦略立案プロセスの初期段階において、戦略リー
ダー、テクノロジーリーダーおよびエコシステムパー
トナーは、効果的なテクノロジーの活用についての
仮説を立案し、検証すべきである。この活動は、ワー
クショップのようなフラットな環境でディスカッション
する方法が望ましい。このような環境では、個人や
組織のエゴを排した発言が推奨される。ワーク
ショップの記録は、後に戦略の成否を判断するため
の指標として活用できる。

資金調達プロセスのアジャイル化
戦略立案と実行をアジャイルに進めるには、必要な
テクノロジーに対する投資の計画と資金調達のた
めの柔軟なプロセスが必要である。アジャイルのス
ピード感でファイナンス領域のイノベーションを起こ
す方法については、「Tech Trends 2020」の「ファ
イナンスと未来の IT」の章を参照してほしい。

次のステップ： 
テクノロジーを活用した戦略

ますます複雑化する世界で生き残るためには、企業
の戦略そのものだけでなく、策定した戦略を実行し、
結果を評価するプロセスもデジタル化される。リー
ダーは、広範かつ長期にわたる将来のシナリオを考
慮しなければならない。テクノロジーを活用した戦
略策定プラットフォームは、将来の可能性について、
より広く、かつ正確に検討することを可能にする。

テクノロジーは、一見無関係に見える出来事を分析
し、正しい意思決定を継続的に行う際に役立つ。戦
略リーダーは、戦略推進の原動力を見極め、意思
決定を行い、結果を監視することによって、将来へ
のイマジネーションを高めてくれるテクノロジーな
のかどうかを評価すべきである。（19ページの図「戦
略をサポートするテクノロジー」を参照 )
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企業が戦略を計画に落し込み、実行を推進し、市場
にどのようなインパクトを与えることができているか
を確認するために、テクノロジーが果たす役割は今
後ますます重要になっていくだろう。

CIOまたはテクノロジー
リーダーが企業のビジネス
戦略において重要な役割を
担うとCEOの40％が
回答している。これは、CFO、
COO、CMOをそれぞれ
重要な役割であると回答した
CEOの総和を上回る。

進むべき道
戦略立案は一度きりで完結するものではなく、継続
的かつ循環的なプロセスである。テクノロジーとビジ
ネスがより密接に絡み合うようになると、ビジネス戦
略がテクノロジー戦略を加速させる。逆もまた同様
である。戦略の立案と実行を進める中で、未知のも
のも含め、さまざまな困難が社内外に存在すること
に気づく。これには、頭の切れる戦略リーダーでさえ
も戸惑うことがあるだろう。

テクノロジーの加速的進化は戦略を複雑化させる要
因となるものの、その実装により、経営者はスマート
な戦略立案と実行をシンプルかつスピーディに行うこ
とができる。業界をリードする企業は、戦略機能をよ
りアジャイルで、スケーラビリティを持ち、安定性に
優れたものへと再設計し、将来のあらゆる状況に対
応するためのさまざまなオプションをあらかじめ用意
しているのである。
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戦略をサポートするテクノロジー
高度な分析、自動化、AI（自然言語処理や機械学習を含む）を備えた先進的な戦略的プラットフォームは、
リーダーが将来の可能性について、より広く、かつ正確に検討することを可能にする。

目的 説明 主な考慮事項 例

戦略テーマの
特定（トレンド
調査）

戦略オプションの
特定（シナリオ
プランニング）

成果の
モニタリング

社内外のさまざまなトレンドを検知するテ
クノロジーは、社内外の動向を継続的に
スキャンし、戦略の仮説を否定または裏
付ける主要な指標を収集、分析、クラス
タリングすることで、迅速な対応を可能に
する。

動的なシナリオ作成支援ツールとシミュ
レータを活用して、リーダーは脅威と機会
を特定するとともに、選択した戦略オプ
ションによって起こり得る結果を迅速にシ
ミュレーションし、さまざまな不確実性に
対してどのように対応すべきかを判断する。

分析テクノロジーは、社内外における戦
略実行の成果を継続的にモニタリングし、
組織のパフォーマンスの評価と意思決定
に必要な情報を提供する。

• 社外：社会、技術、政治、経済、環境や規制の変化
• ビジネス：業界の潮流、顧客の期待、競合他社の動き、利害関係者の 
行動、態度、感情の変化

• 組織：製品とサービス、業務、資産、コスト、ブランディング等の動向

• 脅威と機会を特定するために、代替の長期的シナリオを作成する
• さまざまな戦略オプションをテストするためのシミュレーション環境を 
開発する

• 人間の理解と洞察力を高め、潜在的なつながり、新出の重大な問題、 
戦略的対応を判断する

• 戦略オプションは正しいか
• 何がうまくいっていて、何がうまくいっていないのか、また、どのような調
整が必要か

• 自社の戦略は想定通りの価値を生み出しているか

アメリカ国土安全保障省では、ニュース記事や特
許申請などを幅広く調査する自動化ツールを使用
して、アメリカの安全保障を強化または脅威とな
り得るテクノロジーを特定している。

プロバイダやプラナーを含む3つのヘルスケア組
織は、競争の激しい価値主導型のヘルスケア市
場のダイナミクスの進化を予測するエージェント
ベースのモデルを開発し、各組織が戦うべき場所
と勝ち方について新たな洞察を与えた。

デロイト グローバルは、AIベースのセンシング技
術を活用し、企業の戦略に影響する重要な不確
実性として、規制の影響と自動化技術がプロ
フェッショナルサービスに及ぼす影響の2点を監
視している。
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企業戦略において危険なのは、 
競合他社ではなく仮説である。

過去30年間に亘り、私は企業の戦略家に対し、戦略に関わる重要な仮説と、
それを支えるテクノロジーに関する仮説を見極め、厳しく検証するように促し
てきた。戦略家は、自社の戦略とそれをサポートしているテクノロジーについて、
立てた仮説と、期待している結果を正確に把握しておくべきである。

事業戦略は、以前から決して容易なものではなかったが、テクノロジーの発展
によってさらに複雑化している。以前のテクノロジーの選択肢は、ソフトウエア
かハードウエアを採用するか否かの2択だったが、現在はより複雑に絡み合っ
ている。例えば、1960年代の航空会社の戦略家は「ジェット機を購入するか、
プロペラ機を維持するか」を決めるのみであった。しかし、近年では、航空会
社のテクノロジーに関する選択肢はより多岐にわたっており、価格設定、乗務
員、メンテナンススケジュール、ルートの割り当てなどを管理するテクノロジー

私の見解

Joseph Fuller 
Professor of
management practice, 
Harvard Business School

新たな戦略への舵取り 201 2 3 4 5 6 7 8 9



また、テクノロジーに関する仮説が、期待する結果
の実現とどのように関係するかを把握することも同
じように重要である。よくリーダーやテクノロジスト
はあるテクノロジーに投資すれば、ほかのすべての
問題を解決できるといった都合のよい考えを持って
しまう。一方、優れた戦略家は、利益の見通しを額
面通りには受け取らない。テクノロジーが戦略にど
のような影響を与えるかについて、その仮説を反証
データに基づき検証し、投資案の論理性を注意深く
精査するのだ。

アクセスできる
テクノロジーは誰でも
あまり変わらないが、
どれをどのように
利用するかが
結果の違いをもたらす。

仮説が増える、あるいは複雑になると、人間の脳は
結果を予測し、コースを修正するための手助けを必
要とする。新しいテクノロジーツールは、戦略家が
戦略を実行し、仮説の妥当性と起こり得る結果を確
認する手助けをする。迅速なシミュレーションと実
験により、結果を迅速かつ早期に読み取り、実装し
た場合に起こり得たリスクを回避することができる。
実行中、テクノロジーは仮説の妥当性をリアルタイ
ムで監視し、戦略家が必要に応じて迅速かつ確実
に戦略を修正するために有効な洞察を提供する。さ
らに、センシング技術は、仮説が崩れたときの、戦
略家への警告システムとして機能することもできる。

これらの戦略を支援するテクノロジーの多くはコグ
ニティブAIが組み込まれている。コグニティブAIは、
事前に策定した戦略が想定通りに実行されないと
きに、戦略から人間のエゴを取り除く助けとなる。
自身の考えを支持していないデータを見落とすこと
や、軽視してしまうことは人間の特徴だが、AIには
そのようなエゴがないため、客観的な監視ができる。

まで選ばなければならない。これらのテクノロジー
は、一旦実装されると日常業務に組み込まれ、変
更が困難になってしまう。恐らくつい最近まで、航空
会社はビジネス出張による利用は比較的安定し続
けると予測していた。しかしCOVID-19の流行以来、
我々が見てきたように、重要な仮説が間違っている
ことが判明したとき、戦略はすぐ破綻し得る。

もちろん、いかなる重要な戦略的決断をした場合で
も、その結果は本来予測できない。グレーな領域を
ゼロにすることはできないが、重要な仮説が疑われ
る、あるいは無効であることを警告する仕組みをつ
くることはできる。そのための一つの方法は、適切
な質問をすることだ。CEOやCSOが最新のテクノ
ロジーをすべて把握している必要はない。しかし、 
「このテクノロジーが会社の戦略に関わる仮説にど
う影響するのか、どのような問題を解決するのか、
どのような不確実性を低減させるのか、どのような
メリットをもたらすのか」といった質問をするために
十分な知識を持っている必要はある。
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さらに、AIには数千の例外の中から一つを素早く
特定し、小さいながらも戦略を覆す可能性のある
重要なパターンやつながりを見つけ出すことができ
る。これらの機能により、戦略家が戦略的欠陥を認
識し、手遅れになる前に修正できる可能性が大幅
に高まる。

しかし最終的には、戦略家の能力が、彼らが使用す
るテクノロジーよりも重要になってくる。私はよく
MBAの学生たちにNASCARの実験について話して
いる。NASCARの実験では、各ドライバに同じ車両
とピットクルーを与えて行うが、ドライバが同じツー
ルを持っていても、生まれつきの才能と経験の違い
によって、あるドライバはほかのドライバよりもパ
フォーマンスがよいことを研究者は発見した。この
実験からも分かるように、私から戦略家へ送るアド
バイスは、アクセスできるテクノロジーは誰でもあま
り変わらないが、それをどのように利用するかが結
果の違いをもたらすということだ。
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私は1980年代初めから
戦略シナリオ策定に従事し、
このテーマに関する本も数冊執筆
してきたことにより身につけたスキルが
現在特に役立っている。

このパンデミックは、今世紀世界が経験した最大の危機であり、リーダーは、
以前の状態には戻れないと認識することが重要である。新たな未来はリー
ダーにより描かれ、決定づけられるものとなる。

パンデミックは、技術革新のペースを加速させた。テクノロジーと戦略はかつ
てないほど影響を及ぼしあう環境に変わりつつあると感じる。パンデミック禍
においては不確実なことが非常に多いため、Salesforceは年間計画を一時
的に9ヶ月のシナリオに短縮し、新たな世界で必要とされるテクノロジーと、よ

私の見解

Peter Schwartz 
Senior vice president 
of strategic planning, 
Salesforce

23新たな戦略への舵取り1 2 3 4 5 6 7 8 9



さらに、戦略と戦術の融合が加速する世界で成功す
るためには、リーダーは、起きていることを正しく把
握する必要がある。情報の収集力や表現力は、迅
速な意思決定が求められる場面において非常に重
要である。戦略と戦術を早急に整合させるには、リ
アルタイムのデータと、シナリオ作成や予測のため
の高度なツールが必要である。

例えば、我々は、カリフォルニア州とハワイ州の医
療機関に対し、COVID-19が次にどこに広がるか
の予測情報を提供しているが、我々自身のグローバ
ル組織に対しても同様の取り組みをしている。我々
が使用しているのは、個人を特定する情報を取得せ
ずに携帯電話の動きを追跡するモバイル調査ツー
ルだ。このツールは、COVID-19のホットスポットに
いた多くの携帯電話が別の地域へ移動すると、移動
先の医療機関に警告する仕組みとなっており、
COVID-19の新たな拡大に備えるための時間を確
保できるようになっている。

新たな未来は、リーダーに
より描かれ、決定づけられ
るものとなる。
もう一つの例は、2020年5月初旬のWork.com
の設計と立ち上げだ。この新製品は、企業や地域社
会が安全に仕事に復帰することを支援するものであ
る。通常1年かかる取り組みを1ヶ月で成し遂げた。
取り組みを迅速に進める際には、組織の運用ペー
スも加速させる必要がある。優れたシナリオを実行
する過程で、リーダーは潜在的な問題の先行指標
を特定する。当社の上級幹部の中でもMarc 
Benioffはこれらの指標に精通しており、問題の顕
在化を回避するため、運用リーダーに頻繁に質問を
投げかける。何か起こるはずが、何も起こらなかっ
た場合には、この方法ですぐに分かるようになって
いる。

り大きな問題にどのように対処できるかについて、
戦略的な選択肢を示した。

我々は、5万人以上いる従業員の戦略的思考の活
用にも取り組んでいる。パンデミック以前の中央集
権型の指示系統から、従業員自らが戦略を考える
超分散型へと転換し、全従業員に対し、直近の短期
シナリオを伝え、「この環境に適応していくために、
自分たちは何をしなければいけないのか。お客様
には、どのような支援ができるのか」という問いを
投げかけた。

もちろん我々は、従業員が戦略を検討するための背
景や視点も併せて伝えた。毎週水曜日に開催してい
る、従業員に最新情報を共有する全社会議で、会社
の一部を運営するとはどういうことか、そしてこの
移行期間中に顧客とどのように関わっていくかにつ
いて指針となるプレイブックを渡した。そこには、新
しい環境において、彼らが取るべき行動の具体例の
代わりに、自ら考えるための問いを示した。
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危機の時、ビジネスリーダーは通常とは異なる役割
が求められる。戦略や戦術の観点から、どのように
ビジネスを支援できるかを考えるだけでは不十分だ。
危機そのものに対処するために、役割を拡大する必
要がある。我々はどうすれば地域や社会を助けるこ
とができるだろうか。世界がこの危機を乗り越える
には、どのような支援ができるのか。すべての従業
員の独立した思考と革新をボトムアップで巻き込ん
でいくことで、世界の新しい未来を築く一助を担うこ
とができるのである。
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ストラテジー
テクノロジーを用い競争優位を確立するための
戦略は、「誰が最高のテクノロジーを構築した

か」から「誰がテクノロジーを最も使いこなしているか」へ
と変化している。その結果、CEO は自社のテクノロジーの
競争優位性をより発揮するためには、CEOとITのコラボ
レーションを一層深める必要があると気づき始めている。戦
略担当の役員は、テクノロジーの採用または導入に関する
意思決定を行う際に、教育、管理、および委譲の適切なバラ
ンスを見極める必要がある。CEOは自社で積み重ねてきた
テクノロジー力の範囲を理解することで、自社の強みを活か
すことができる、あるいは必要な投資を行う余裕を組み込ん
だ戦略を策定できる。今後、戦略がよりダイナミックになる
につれ、CEOが取り得る戦略は、自社で有するテクノロジー
の実効力に依存すると認識することが賢明である。

ファイナンス
昨今のCFOは戦略領域の役割が大きくなってお
り、時には戦略とCFOの両方の役割を担ってい

る。CFOは、走りながらテクノロジーを活用した戦略採用の
見極めを行っている。マーケットセンシングや継続的モニタ
リングといった機能から新たな方向性が見出せることを踏ま
え、CFOはこれらの新たな取り組みに関して投資を積極的
に配分することができる。結果として、CEOが選び得る選択
肢に一定の制限が設けられる一方、将来の堅調な利益につ
ながる戦略の特定に貢献できる。最終的には、ファイナンス
チームは不確実性に対し懸念のあるアナリストや投資家を
始めとする関係者に、綿密な検証と利益見通しを強調する
形で、意思決定した事項について伝える責任があるだろう。

今後の展望
リスク
COVID-19の大流行により、多くの企業が戦略
を大幅に変更するか、年間計画サイクルに対し

てよりダイナミックなアプローチを採用する必要に迫られて
いる。最高リスク責任者 （CRO） は、戦略の変化に合わせて、
主要資産（サイバー、ブランド、コアテクノロジーシステムな
ど）に関する組織のリスクプロファイルの更新を検討すべき
である。例えば、従来型のビジネスモデルに大きく依存して
いた企業は、電子商取引への移行が進むにつれ、新たなリ
スクプロファイルが必要になる。今後は、マーケットセンシ
ングや新しいテクノロジーによって、戦略がさらにアジャイル
かつダイナミックになるかもしれない。さらに、不確実性と
混乱の中でリスク管理能力が実証されている組織は、戦略
的な差別化要因となり得る。CROは、ガバナンスを効かせ
たリスク管理により、新しいテクノロジーの採用にブレーキ
をかけるリーダーか、またはリスクを最適化し、より強力な
ビジネス成果をもたらすリーダーのいずれかを選択すること
となるだろう。
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要点

自社のテクノロジーによって組織がとり
うる戦略オプションは制限されるか。制
限される場合、それはどのように対処
できるのか。

戦略リーダーとテクノロジーリーダー
は、戦略計画と自社のテクノロジー
アーキテクチャにおける機会及び制約
を理解するために何ができるのか。

その戦略にはどのような仮説が成立す
る必要があるのか。これらの仮説をど
のように検証し、必要に応じて修正す
るのか。

2

3

1
さあ、
はじめよう
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日本のコンサルタントの見解

デジタルは経営アジェンダの根幹に

本編ではデジタル変革が進展する世の中において、
企業の競争優位性を築くためには事業戦略とテクノ
ロジー戦略の融合が不可欠であること、また事業
戦略の有効性を持続するためにはテクノロジー戦
略の策定プロセスも動的な改変が可能なプロセス
へ変革していく必要性について述べてきた。

かつては、テクノロジーは事業戦略を実現するため
の手段という位置づけであったが、昨今はデジタル
変革の起点となっている。また、COVID-19により
事業環境の変化も一層読みづらくなっており、この
ような不確実性の高い環境下においては事業戦略
自体の在り方も変わりつつある。

このように戦略の位置づけや捉え方が変わる中、企
業がデジタル変革を推進していくにあたり、本寄稿

ではテクノロジーリーダーが期待される役割を示し
た上で、テクノロジー戦略の策定プロセスをより高
度化していくために必要な視点に触れ、最後に戦略
策定後に最も重要となる実行力を高めるための仕
掛けについて言及していく。

求められるのはテクノロジーと人の 
オーケストレーション

テクノロジー部門が期待される役割は年々高まって
いる。デロイトの「2020 Global Technology 
Leadership Study」によると、ビジネスリーダー
はテクノロジーリーダーによる組織全体の変革の主
導を、これまで以上に期待していることが明らかと
なった。テクノロジーリーダーは、事業の共同創作
者としての役割だけではなく、変革を主導する役割
も担うべきというビジネスリーダーの期待値が示さ
れている。

変革の主導という重責を担うためには、テクノロ
ジーと人のオーケストレーションが重要になる。ま

ず、テクノロジーのオーケストレーションについてだ
が、数年前はAIやブロックチェーン、AR/VRといっ
たテクノロジーがブレークスルーを起こしたが、ここ
数年はブレークスルーを起こしたといえるテクノロ
ジーはなく、数年前に世に姿を現したテクノロジー
の進化版、もしくは複数のテクノロジーが融合した
ものが大多数である。また、現時点においては多く
の企業が同様のテクノロジーを選択できる状態にあ
り、事業戦略を踏まえ、どのように組み合わせるの
かが競争優位性を築く源泉になっている。

人のオーケストレーションとは、社内の各部門や社
外との多様なコラボレーションのことである。社内
においては、テクノロジー部門はビジネス部門と
パートナー関係を強化し、事業戦略の共同推進者と
して提案型、また旗振り役としての役割を担うこと
が求められてきている。自社のみで特定のクライア
ントにサービス提供する1：1の関係が主な時代か
ら、エコシステムという言葉がよく使われる通り、業
界横断・産学官連携・海外含めたスタートアップ
など、より幅広い関係性の中から多様なクライアン
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事業戦略の側面から考えると、経済産業省が提示
するデジタルガバナンス・コードの認定基準に「デ
ジタル戦略を活用する戦略を公表していること」と
記載されているように、昨今、経営アジェンダにデ
ジタルが当然のごとく入るが故、実務的には事業戦
略とデジタル戦略は並行して検討するケースや、デ
ジタル戦略を事業戦略のインプットにするケースも
あり、互いの戦略に反映していくことが求められる
ことも増えてきている。

次に、「テクノロジー戦略策定プロセスのアジャイル
化」についてだが、不確実性が増す時代に将来を的
確に予測し続けることが難しいのはいうまでもない。
不確実性の高い環境下でより柔軟な経営、事業運
営を行うために、一部の不動産、建設、製薬企業で
は、中計を廃止し、事業の長期ビジョンのみ、また
長期ビジョンと環境変化に基づき単年度計画と３年
先の予測／目標を毎年改定するローリングプランで
事業運営を行っている。また、コロナ禍で複数の未
来シナリオを立てた上で、機動的に経営や事業の舵
取りをしている企業も増えている。

このような不確実性の高い経営環境においては、テ
クノロジー戦略も経営や事業戦略の改定、もしくは
事業戦略に係る施策の成果や課題に呼応して、ア
ジャイルに見直すことができるプロセスに変革して
いく必要がある。

では、ここで読者の皆様に少し振り返っていただき
たい。皆様が所属する企業では、事業戦略やデジタ
ル変革に係る施策を適切に評価し、それをテクノロ
ジー戦略に反映することができているだろうか。事
業戦略やデジタル変革に係るプロジェクトの期間は
1～2年で設計され、プロジェクト推進中は主に
QCD（品質・コスト・納期）で評価、プロジェクト
完了後に当初想定のROIの達成状況を評価すると
いった従来型の評価方法になっていないだろうか。

事業戦略やデジタル変革に係る施策は不確実性も
伴うため、従来の評価方法とは異なり「事業成果」
や「想定される事業成果の確度」を「短サイクル」
で評価をしていく必要がある。具体的には、概念実
証のようなアイデアの実現可能性の検証に加え、想
定ユーザーへのインタビューなどを通じ、アイデア

トにサービスを提供するN：Nのサービスという世
界観が中心になってきている。このように、テクノロ
ジー部門は事業戦略の実現に必要なスキルセット
を持つ人財をいかに見つけ、協働できるかというこ
とが非常に重要になってきている。

テクノロジー戦略プロセスを 
高度化するには

続いてテクノロジー戦略の策定プロセスをより高度
化するための視点を、「事業戦略とテクノロジー戦
略の融合」と「テクノロジー戦略策定プロセスのア
ジャイル化」に関する日本企業からの声や実例を交
えながら述べていく。

まず、「事業戦略とテクノロジー戦略の融合」につい
てだが、従来は事業戦略をインプットにテクノロ
ジー部門の視点でテクノロジー戦略を立案すると
いったアプローチが主流であった。ところが、最近よ
くご相談を頂くのが、「全社視点でデジタル戦略の策
定を検討しているが、前提となる事業戦略がまだ固
まっていない場合どうしたらよいか」というものだ。
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が想定ユーザーの悩みを的確に捉えているか、また
想定ユーザーの悩みに対して適切、かつ利便性の
高いソリューションとなっているか、そしてそのソ
リューションに対して想定通りの対価を支払って貰
えそうかということも検証していく必要がある。そし
て、それらの評価結果に基づき段階的に、また継続
可否も判断しながら進めていくのが定石になる。ま
た、施策推進のために解決すべき課題が発生した
場合は、テクノロジー戦略の改定も行わなければ、
施策推進にリードタイムの発生や、ステークホル
ダーとの調整に時間を要するなど、推進が滞るケー
スにもつながるだろう。

もし、事業戦略やデジタル変革に係る施策を短サイ
クルで評価することができていなければ、施策推進
プロセスに概念実証やユーザー評価を導入するな
ど施策推進に係るプロセス改善を実施してはいか
がだろうか。その評価結果や施策推進中に顕在化し
ているであろうアーキテクチャに係る課題や、ビジ
ネス部門／提携企業との協業体制構築といった組
織／人財に係る課題などを定期的にテクノロジー

戦略に反映し解決を図ることができていなければ、
テクノロジー戦略の改定と業務適用を通常業務化
するための起点やプロセスを整備するなど、テクノ
ロジー戦略の策定プロセスの高度化を検討するこ
ともお勧めしたい。

また、施策の結果を踏まえたテクノロジー戦略の改
定だけでなく、テクノロジー戦略と事業戦略との整
合性も定期的に確認できているだろうか。一例だが、
テクノロジー部門起点でビジネス部門と四半期毎
に中長期的な取り組みについて討議する場を設け
ながらテクノロジー戦略と事業戦略の整合をうまく
とっている事例があるため紹介したい。当該企業で
は「戦略フォーラム」と名付け、四半期毎にテクノロ
ジー部門とビジネス部門のテクノロジーに関わるミ
ドルマネジメント、複数の外部パートナーが集まり、
業界の先進事例やテクノロジートレンドを確認し、
当該企業が参考にすべきポイントや今後の推進施
策案について討議を実施している。そのほか、ビジ
ネス部門からは事業戦略のアップデートやテクノロ
ジー部門への期待等も共有している。この「戦略

フォーラム」を起点に、テクノロジー部門ではテクノ
ロジーポリシーやビジネス部門との連携強化に向
けた組織構成、人財育成／獲得計画、業務推進を
担うパートナーといったテクノロジー戦略の改定に
つなげている。

ビジネス部門の方々からは、「テクノロジー部門は
ビジネスを理解していない」、「トレンドや先進事例
の紹介がない」といった声を聞くこともあるが、この
ような場を定期的に設け、中長期的な戦略上の融
合を図ることで、互いの不満の解消だけでなく、事
業戦略の実現にも寄与するかもしれない。

実行力を高める仕掛けづくり

これまではテクノロジー戦略をより高度化するため
のプロセスについて述べてきたが、以降ではテクノ
ロジー戦略の「実行力」について触れていきたい。
本稿でも、デジタル先駆者の多くが戦略の「実行力」
に不安があると回答しているように、多くの日本企
業でも同様に「実行力」に悩みを抱えられているの
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直すことで乗り越えていくことができる。一例だが、
ある企業では経営層がビジネス部門に対してデジタ
ル変革に向けた施策立案を指示し、経営層が投資
ポートフォリオや各施策の推進状況に対して関心を
示していくことで、デジタル変革への機運向上と組
織風土の改革を同時に推進している。最後に、デジ
タル変革に係る一番深刻な課題として「デジタル人
財の不足」ということがよく挙げられるが、デジタル
人財は市場でも希少性が高いため、「デジタル人財
の不足」を課題として捉えるのではなく、短期的には
「デジタル変革に資する施策立案」、および「施策推
進に必要なスキルを要した人財の囲い込み（外部
パートナー活用含む）」、そして中長期的には「デジ
タル人財の育成機会の確保」を課題として捉え、対
応を行っていく必要がある。そうすると、人財に係る
課題解決に向けた起点は「デジタル変革に資する
施策立案」となるが、読者の皆様の企業では、この
デジタル変革に資する施策が手元にどれだけある
だろうか。もし、取り組むべき施策に不安がある場
合は、ビジネス部門との戦略の共有や施策検討か
ら始めてはいかがだろうか。

また、施策検討や施策推進を行う中で、アーキテク
チャや投資スキーム、人財に係る課題も出て来ると
思うが、そういった場面に遭遇した場合は、戦略策
定プロセスのアジャイル化が重要とお伝えした通り、
テクノロジー戦略に立ち戻り、最適解を模索してい
ただきたい。

ワガゴト化しているだろうか

冒頭でビジネスリーダーは、テクノロジー部門に変
革の主導を期待していると述べたが、デジタル変革
はテクノロジー部門の努力だけでは成功しない。読
者の中には、テクノロジー部門や新たに新設された
デジタル専任組織に所属し、デジタル変革に向けて
部門単独で様々な取り組みに奮闘されている方もい
らっしゃるのではないだろうか。そして、結果がなか
なか出ず、頭を悩ませたことがある方もいらっしゃる
のではないだろうか。過去５年程度の間、デジタル
変革の成果が徐々に出始めている企業を観察してみ
ると、ビジネス側がテクノロジーの重要性を理解し、
デジタル活用に向けた施策に真剣に取り組む、そう

ではないだろうか。デジタル変革を推進すべく、数
年前にデジタル専任組織を立ち上げたが、一向に
デジタル変革が進まないと悩まれている企業も存
在する。一方で、毎月20件もの新規案件が生まれ、
そのうちの数件を苦労しながらも推進し、デジタル
変革を推進できているデジタル組織も存在する。で
は、この違いがどこから来るのだろうか。

それは、経営のコミットメントとデジタル変革に資す
る案件を創出し続けられる仕掛けの有無だと考え
ている。日本企業におけるデジタル変革を阻む主な
要因として、レガシー技術の残存や失敗できない文
化、施策をすぐに始められない予算承認プロセス、
デジタル人財の不足といったことが挙げられる。し
かし、それらはデジタル変革における阻害要因では
あってもノックアウトファクターではない。レガシー
技術の残存に対してはクラウドを有効活用すること
で一歩前に踏み出すことは可能だ。次に、失敗でき
ない文化やすぐに取り組みを開始できない予算承認
プロセスについては、経営のコミットメント、具体的
にはマネジメントのKPIや投資ポートフォリオを見
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した「ワガゴト」の意識と取り組みがあって初めて企
業全体にデジタルが浸透し、成果が出始めている。
この不確実性の高い環境下において、企業の競争
優位性を創り上げていくためにも、経営層を始めと
するマネジメント層、ミドル層、デジタルネイティブ
世代全員が、企業のデジタル変革を「ワガゴト」と
して取り組みを推進していっていただきたい。
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レガシーなIT資産を、新世代の強力な
ローコードプラットフォームで再生する

技術的負債の返済
・重要なコードをリファクタリングする
・不要な機能を削除する
・non-ERPを活用する

新しい投資アプローチにより、
ビジネスケースを再構築する レガシーERPの蘇生

アドオンの刷新

ビジネスケースの再構築
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現在の経済状況では、基幹システムにおいて「変化
に対して柔軟である」、「革新的である」、「ワークラ
イフバランスを考慮した働き方に対応できている」
などが企業の戦略上、重要となってきている。しかし、
コアモダナイゼーションへの一般的なアプローチに
掛かるコスト（特にアプリケーションの改修やクラウ
ドへの移行など、作りこまれた業務システムに掛か
るコスト）によって、一部の組織はモダナイゼーショ
ンの動きを止めてしまう可能性がある1。パンデミッ
クに伴う不確実性と厳しい予算に直面し、多くの IT
リーダーとその経営幹部は、モダナイゼーション活
動に必要な資金を工面する方法を探している。彼ら
は、これらの投資を通して、IT構造の改善を図るだ
けではなく、イノベーションと競争上の優位性を確
保し続けるための基盤構築の必要性に迫られてい
るのだ。

今後1年半から2年の間に、以下のような先進企業
が現れると予想される。

• 一部の企業は、クラウドサービスを提供する第
三者のプラットフォームを活用することでデータ
センタ費用を削減し、プロジェクトの資金調達
の在り方を見直すだろう。クラウドサービスは、
モダナイゼーションとイノベーションへの投資を
両立させることができ、企業に新たな資金調達
と運用管理の実現をもたらすことができる。こ
のような先進企業は、カスタム開発された大規
模システムを、ハイパースケーラー（大規模デー
タセンタを有するクラウドサービス企業）が提供
するクラウドプラットフォームにリフト&シフトす
ることもできる。

12年前に初めて「Tech Trends」が発表
されて以来、我々はCIOが基幹システ
ムの価値を最大化するために取れる変

革へのアプローチやテクノロジーを数多く調査して
きた。新たなテクノロジートレンドは数多くあるが、
一部のCIOは、コア領域をモダナイゼーションする
テクノロジーを模索している。例えば、新しいテクノ
ロジーによって、クラウドへの「リフト&シフト」の取
り組みは低コストでの実現が可能となっており、運
用管理も行いやすくなっている。同様に、ローコー
ド・ノーコード、プロセスマイニング、コアマッピン
グなどの最先端技術の数々により、価値あるコア資
産の再生が可能となっている。リフト&シフトの先に
ERPのアップグレードが可能となるわけだが、その
ためには技術的負債を減らすことや管理が容易で
費用対効果の高いERP以外のプラットフォームを活
用することが必要となる。

コアの再生
モダナイゼーション戦略を推進するための新しいテクノロジー、手法、ビジネスケース

トレンド2
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• このリフト&シフトの行程により、ブラックボック
ス化されたレガシーシステムの内部が明るみと
なり、モダナイゼーションの機会を創出する。さ
らに、PaaSのローコードやノーコードなどのテ
クノロジーを使用することにより、従来の複雑
なロジックを、新たにコードを記述することなく、
ポイント&クリックで容易に整理・統合するこ
とが可能となる。

• 最先端のシステム分析ツールを導入することで、
ERPシステム内の冗長なコードや余計なコード
を特定し、そのコードを別のプラットフォームに
移動または削除する。結果として、それが企業
のプラットフォームファースト戦略をサポートす
る。このアプローチの最終的な目標は、ERPを
開発環境として長年使用してきたことで生じた
技術的負債を取り除き、ERPを標準化された状
態に戻すことである。今後、CIOとIT部門は、
ERP上で引き続きミッションクリティカルな機能
を開発するのか、それとも別のプラットフォーム
で開発するのか、重要な判断を迫られることに
なる。

リフト、シフト、スリフト
ここ数年の間に、一部の企業はリフト&シフトに留
まらず、クラウドプラットフォームをフル活用したい
と考えるようになった 2。既存機能の強化のために、
クラウドプラットフォームを最大限に活用することを
意識し始めたのである。しかし、多くのリーダーは、
将来的に多額のコストがかかる可能性があることに
用心深くなっていた 3。COVID-19により世界経済
が混乱するよりも前から、実利主義、つまりコアモ
ダナイゼーションに関する新たなビジネスケースが、
多くの変革の意思決定に影響を与え始めていた。

先行き不透明な昨今、重要なコア資産を効率的か
つ費用対効果が高い形で移行させたい組織におい
て、クラウド移行への関心が高まっている。クラウド
へ移行された資産は、AI、エッジコンピューティング、
量子コンピューティングなどの分野におけるミッショ
ンクリティカルなイノベーションと成長戦略のため
の強力な基盤となる。

新たなビジネスケースの作成

今後数ヶ月の間に、コアモダナイゼーションのビジ
ネスケースを財務的な視点で抜本的に見直す独創
的なアプローチが注目を集めるだろう。具体的な内
容はニーズや業界によって異なるが、組織がコアモ
ダナイゼーションの目標を達成するための方法は以
下の通りだ。

• ビジネス変革のための運用保守
導入ベンダーとの間で、これまでにない独創的
な契約を締結し、その枠組みのなかで、システ
ム移行やアップグレード、強力なツールを活用
した運用保守の実現を模索している。契約の詳
細内容や範囲は企業によって異なるが、多くは
最低限の資本で運用できるように設計されてい
る。実際、一部の組織では、運用保守費用は横
ばいを維持しつつ、システムを数年以内にクラ
ウドプラットフォームにモダナイゼーションする
という契約を締結している。
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• より少ないコストでより多くの効果を
ここ数年、ベンダーはクラウドへの移行をサポー
トするための独自ツールを大幅に改良してきた。
これらのツールによってプロセスが簡素化され、
クラウドへの移行がコストニュートラル（コスト
が将来的に回収可能となることが見込まれる状
態）、あるいはコスト削減につながっている。

• システムの合理化、つまり、いかに不要な 
ものを減らし効率を高めるか
多くの組織では、何らかの運用上の制約に対処
するために新たなシステムが年々増加している
が、その一方で、技術的な負債、旧式のアプリ
ケーション、ワークアラウンド（回避策）などが
残り続けている。複数のシステムをまとめてク
ラウドに移行することで、冗長なシステムの合理
化、システム間の無駄な依存関係の排除、機能
のモダナイゼーションという、長らく待望されて
いたシステム運用が実現する（または強制され
る）かもしれない。関連するシステム全体のモ
ダナイゼーション、もしくは一部のシステムをま
とめて廃止することにより、管理費用の削減、

運用の効率性向上、システムパフォーマンスの
向上が可能となる。その積み重ねが、コスト負
担を削減し、コア再生を見据えたビジネスケー
スの改善につながるのである。

コアモダナイゼーションのために新たなビジネス
ケースを作成することは、これまでとは異なる種類
の変革を見据えている。ハイパースケーラーは、将
来的な投資回収を見込み、企業のクラウド移行を資
金面でも支援する傾向が強まっている。ある専門
サービスを提供する企業は、顧客企業の当面の
キャッシュフローの負担を軽減しつつ、自社としては
長期的な観点で儲けを得るために、サービス提供
当初の価格を抑える契約を進んで締結している。一
部のケースでは、ビジネスが生み出す利益の共有と
交換に、すべての初期費用を繰延べることもできる。
このようなオプションにより、顧客企業は必要なプ
ラットフォームを魅力的な条件で直ちに利用できる。
ハイパースケーラー自身は、より多くの顧客の基幹
システムを自社のクラウド環境に取り込んで定着さ
せることができ、顧客から将来要望されるシステム
増強についてもサポートすることが可能となる。

カスタムコードの変換

新しく進化したテクノロジーは、レガシーシステムの
再生を可能とし、基幹システムの改修や廃止を実現
する。以下のような高度な技術を用いて、レガシー
システムの一部機能移管や大規模リプレイスが可能
となる。

• 改良されたローコードプラットフォーム
ローコード（LC）プラットフォームは、数年前に
比べて劇的に性能が向上している。企業の技術
者の中には、LCのスケーラビリティとパフォー
マンスに疑問を持っている者もいるかもしれな
いが、業種に特化したLCプラットフォームも登
場し、ビジネス機会が増え続けている。Appian、
OutSystems、Salesforce、ServiceNow、ま
たはそのほかのベンダーが提供するLC製品を
使用することで、システム開発者は、コードを書
く必要がなく、ポイント&クリックで複雑なタス
クや機能開発を実行することができる。さらに、
LCベンダーは、ユーザエクスペリエンスを向上
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させるために、高度なAIや機械学習（ML）機
能を自社のプラットフォームに統合しようとして
いる。また、CASE（システム開発支援ツール）
と顧客管理は、多くのLCプラットフォームの中
心的な機能であり、多くの場合、レガシープラッ
トフォームでは変化への機敏性が強く求められ
る領域である。このように、LCプラットフォーム
がコアモダナイゼーションの取り組みに与える
影響は、大袈裟ではなく、現に ITリーダーや開
発者にとっては見過ごせない事実となっている。
Grand View Researchは、2019年の世界の
ローコードアプリケーション開発市場を114億
5000万米ドルと評価し、2027年まで毎年
22.7％の成長を見込んでいる4。

• ビジネスルール抽出のモダナイゼーション
従来、レガシーアプリケーションのカスタムコー
ドからビジネスルールを識別して抽出するには、
多くの専門家が膨大な作業時間を掛ける必要
があった。今日、改善されたマイニングテクノロ
ジーとアプローチにより、開発言語に関係なく
レガシーコードを調査し、わずかな労力と高い

精度でビジネスロジックを抽出することが可能
になっている。モダナイゼーションの対象とする
アプリケーションのコードをスキャンすることで、
重要なビジネスロジックが定義されている箇所
や問題が発生している箇所を素早く特定し、
コードを修正、削除、もしくは、アプリケーショ
ン自体をマイクロサービスに置き換えることま
でできるようになっている。コアモダナイゼー
ションにおいて、これは従来の方法を切り替え
る大きなきっかけとなる。既存のビジネスロジッ
クのライフサイクルに囚われず、ツール開発者
がAI・機械学習を活用することで、ますますコー
ド抽出プロセスが自動化されていく。

• 段階的なモダナイゼーションの向上
アプリケーションをモダナイズするもう一つの新
しいアプローチは、コアマッピングと呼ばれるプ
ロセスである。高性能のマッピングツールを使
用することで、レガシーシステムを部品によって
構成された図として視覚化できる。モジュール
が視覚化されて連なったマップは、人々の関係
性を表すFacebookのソーシャルネットワーク

グラフと似ている。論理的なサブグループを明ら
かにすることで、システムエンジニアはレガシー
インターフェースを識別して分離することが可能
となり、それを最新のAPIや、サービスベースの
技術に置き換えることができる。これらのプロセ
スは今後一層、我々の期待に応え、安定したモ
ダナイゼーションをもたらすだろう。

レガシーERPシステムに 
新しい命を吹き込む
ビジネスケースを財務的な観点で再設計し、カスタ
ムコードを変換することがモダナイゼーションの目
的である場合、よりコスト効率の高いアプローチで
ERPの不要なコードを整理し、長年の技術的負債
を排除する必要がある。これらには2つの重要な目
標がある。第1に、競合他社との競争優位性につな
がるような、ビジネス上重要なシステム構築を行う
にあたってはプラットフォームファーストを意識した
開発を行うことである。第2に、ERPの技術的負債
を減らすことによって、変化に対する柔軟性を高め
ることである。ERPの技術的負債は、ビジネスの複
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雑さ、時代遅れのビジネスとシステム運用、および
過去のビジネス上の優先順位に基づいた企業文化
そのものを反映したものといえる。これらの課題に
対応することで、ERPシステムは不要な機能を取り
払い本質的な機能に特化できるようになる。

コアモダナイゼーションの 
ために新たなビジネス 
ケースを作成することは、 
これまでとは異なる種類の 
変革を見据えている。
コア資産を再生し、技術的負債を収益化し、既存機
能をクラウドまたはローコード・ノーコードプラット
フォームに移行するには、次の点に考慮する必要が
ある。

• 本当にそれだけだろうか
現在の経済状況では、これまでERPに大規模
な投資を続けてきた多くの企業が、ERPのアッ
プグレードのためだけに大規模投資を行うこと
に疑問を持ち始めている。こういった高価で複
雑な投資は、組織に永続的で意味のある便益
をもたらすだろうか。強化されたERPは、企業
の継続的な革新をサポートし、長期的な視点で
のビジネス戦略立案を可能にするだろうか。そ
れとも、ERPのアップグレードは単なるビジネ
ス上必要不可欠なコストになってしまうのだろ
うか。レガシーERPをモダナイズするための新
しいアプローチは、日々進化を遂げている。

• リファクタリング、除去、リプラットフォーム
現在のようにプラットフォームが複数存在する
以前は、ERPを開発環境として使用する企業も
多く存在した。そのような企業では、古くから存
在する業務要件とガバナンス、不必要に使い勝
手のよいアプリケーション、問題が発生した場
合の一時的な回避策、カスタマイズされたコー

ドなどの残骸があり、それらはシステムエンジ
ニアを混乱させ、デジタルトランスフォーメー
ションの取り組みを妨害する複雑な問題として
存続している。このような残骸が存在すること
によって、レガシーERP全体を最新リリースに
アップグレードするプロセスが、非常に高価で
時間がかかるものとなっている。しかし、ビジネ
ス戦略や収益獲得に最大の影響を与えるERP
コンポーネント（独自の価格設定アルゴリズム
など）を特定し、それらのみをアップグレードで
きるとしたらどうだろう。高度なツールを使用す
ると、それらを既存のERP内で動作させ続けた
まま、重要な機能（カスタムコードや Javaなど）
を再コード化することが可能だ。または、ERP
以外の機能を競合他社との優位性を創出でき
るプラットフォームに移行して、技術的負債を収
益化することも可能となる。いずれにしても、複
雑さを軽減し、技術的負債を無くすことで、運
用面および戦略面での機敏性が向上し、ビジネ
スの一層の発展が見込まれる。
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進むべき道
レガシーのコア資産を機能強化する作業は1回限
りではなく、継続的に必要な活動となる。業務上重
要なコアとなるアプリケーションは、各プラット
フォームのエコシステムに分散するだろう。以前は、
統合型ERP、または個々のシステムで運用されてい
たものが、今後はユーザエクスペリエンスをベース
に、分散型で、クラウドに対応したAPIで接続され
た一つの集合体に変貌しつつある。このような革新
的な技術が破壊的な進化を遂げるなかで、基幹シ
ステム再生に取り組む企業は、価値あるコア資産を
新しい技術に適応させることに加え、この変化への
活動に投資するため、今までにない資金調達の方
法を検討することになるだろう。
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最前線からの 
学び

Albemarleは約1年をかけて、統合に向けたビジネスケースの検
討やROIの改善を行った上で、技術的負債の削減方法を策定した。
同社は、詳細な統合計画を完成させ、2017年半ばに事業変革を開
始した。その後1年半の間に、Albemarleは4領域にわたりERP
導入を行い、会社全体としての共通プロセスとベストプラクティスを
構築した。その過程において、ThompsonとITチームは、グローバ
ルオペレーションをLotus NotesからMS Office 365に移行した。
（この移行は、チリや西オーストラリアの遠隔採鉱地からアメリカや
中国の製造施設に至るまで、さまざまな事業を展開している組織に
とって決して小さな成果では無い6。）

Albemarleのその後の取り組みには特筆すべきものがある。
Thompsonと彼のチームが、共通のERPプラットフォームでの業務
運用を定着させた後、わずか半年で「ビッグバン」方式でのERPの
アップグレードを果たしたのだ。このチームは、どのようにしてこん
なにも早くERPのアップグレードを実現したのだろうか。同社は、導
入したグローバルインスタンスに対してコードの変更やカスタマイズ
を行わないことで、技術的負債を排除したのだ。この手法は、どの
企業でもすぐに実行可能なものであり、ソフトウエアのアップグレー
ドを大幅に効率化してくれる。「我々は70に上るカスタマイズを実装

Albemarleが基幹システムおよび 
周辺システムを再構築

特殊化学薬品会社のAlbemarleは、散在するシステムをERPに統
合することに成功した。このプロジェクトでの取り組みの多くは、コ
アモダナイゼーションの手法としてよい実例である。

リチウム、臭素、精製用触媒事業の世界的リーダーである同社では、
度重なる数十億ドル規模の買収により、ビジネス部門が多岐にわた
り乱立していた。Albemarleでは、これらの買収された部門を統合
すると共に、シェアードサービスセンターを設立し、全社共通のベス
トプラクティスを確立することが急務となっていた。しかし、事業統
合には大きな障害が立ちはだかっていた。各ビジネス部門が共通の
ERPプラットフォームを利用していなかったのだ。「共通のERPプラッ
トフォームを構築することは、事業統合を推進する上で不可欠であ
る」とAlbemarleのCIOであるPatrick Thompsonはいう。「共通
のERPプラットフォームはシェアードサービスモデルの構築をサポー
トするだけではない。既存のプラットフォームに実装されている、
3,500を超えるカスタマイズからなる技術的負債を排除できる5」
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したが、その過程でコーディングは一切せず、APIに
よってのみカスタマイズを行った」とThompsonは
話す。「我々は素晴らしい方法論と人材を持ち合わ
せていた。このプロジェクトでは、アップグレードを
行うために必要となる基本的なフレームワークと人
材の開発に注力してきた。今後は、アップグレード
が必要となるたびにこの資産を自在に利活用するこ
とができる」

2020年1月には、Thompsonは事業統合とシス
テムアップグレードを完了し、多領域でのデジタル
変革に焦点を移しつつあった。同社は ITとOTの融
合に向けた取り組みを、特に製造部門で加速してい
る。また、バックオフィスにおいては、RPA（ロボティッ
クプロセスオートメーション）とビジネスプロセスマ
イニングツールを駆使し、歩留まりおよびデータ修
正作業の効率化を図っている。同社は顧客サービス
にも目を向け、注文のセルフサービス化や注文状況
の追跡機能を顧客に提供する機会を模索している。

「基盤となるプラットフォームの統合とモダナイゼー
ションにより、このようなデジタル変革が可能にな

る」とThompsonは語る。「我々は、もはや技術的
負債やカスタマイズのためにリソースを浪費するこ
とは無い。加えて、変革と飛躍的な進歩をもたらす
デジタルテクノロジーにリソースを投入することが
できる」

伝統企業がローコード技術に 
より未来を切り開く

Sograpeはポルトガルのワイン造りを象徴する、同
族経営による伝統企業である。このような企業にお
いては、昨今の新規テクノロジーが持つスピードや
柔軟性がもたらす効果は実感がしづらい。120ヶ国
以上の消費者がSograpeの伝統的なワイン造りを
高く評価しており、長年に亘りJimi Hendrixや
Queen Elizabeth、Steve Jobsといった著名人が、
同社を代表するブランドであるマテウスロゼを愛飲
してきた 7。

しかし2017年になると、既存のプラットフォームで
はもはや顧客のニーズに応えることができない、と

同社は判断した。そこで、IT部門のトップである
Carlos Alvesは、ワイン造りのプロセスを体系的に
管理しつつ、職人のように状況に応じた柔軟な対応
をするために、基幹システムを再構築できないか検
討を開始した。「ワイン造りのすべてのプロセスを一
元管理できる統合プラットフォームが必要であった」
と彼はいう。「それと同時に、21世紀に活動するグ
ローバル企業として、我々は変化に対する柔軟かつ
迅速な対応ができる環境を求めていた 8」

Alvesは当初、同社の基幹システムを同一ベンダー
のクラウド製品にアップグレードしようとしていたが、
最終的にはOutSystemsのローコードプラット
フォームを採用するに至った。「導入する基幹システ
ムは3つの軸で選定した。導入期間、コスト、ユー
ザトレーニング期間である」と彼は話す。「どの評価
軸においても、ローコードプラットフォームが我々に
とって最も点数が高かった」

Alvesと彼のチームはOutSystemsのローコード
テクノロジーを利用して、ブドウ栽培、ワイン生産、
瓶詰め、製品登録、契約などを行うポルトガル全土
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の部門グループにおいて、オンサイトのプロセス制
御とリアルタイムの情報共有を可能にする統合プ
ラットフォーム「ワインコネクション」を構築した。
ユーザは、デスクトップコンピュータやタブレット、
携帯電話からこのプラットフォームにアクセスできる。

Alvesによると、ワインコネクションは素晴らしい成
果をいくつも残した。「ワインコネクションの導入に
より、驚くほど業務が効率化され、コストも大幅に
削減された」。また、ローコードテクノロジーに加え
てアジャイル開発手法を取り入れることで、システ
ム開発をさらに加速させることができる、と彼は続
ける。「我々は、顧客であるレストランが利用するデ
ジタルプラットフォームを、たったの3週間で開発し
た」と彼はいう。「ウォーターフォール型の導入では、
この短期間での開発は達成できなかったであろう」

ローコードテクノロジーとアジャイル開発手法の併
用により生み出された成功例は、Sograpeの IT運
用を根本から覆した。IT部門は、ローコードテクノ
ロジーでプロジェクトを推進するためのアジャイル
開発方法論を策定した。Alvesと彼のチームはこの

方法論を利用して、社内の各部門がシステム開発す
るプロセスを標準化している。「例えば、社員が会
社の福利厚生を選択するプラットフォームベースの
ポータルを開発しており、3つのフェーズからプロ
ジェクトは構成されている。このポータルは、ERP
システムと統合予定である」と彼はいう。

Sograpeがローコードテクノロジーを採用したこと
は、同社の継続的なデジタル変革に拍車をかけて
いる。例えば、ワイン製造容器は、内蔵センサーを
通じて会社のシステムに直接接続されており、ワイ
ンの温度をより一定に保つことを可能にしている。
ほかにも、収穫したブドウの貯蔵容器に内蔵された
センサーにより、各容器内のブドウの濃度を測定す
ることができる。Sograpeの統合されたローコード
プラットフォームは、センサーからデータを収集し、
分析を行うのだ。

各貯蔵容器内のブドウの濃度を正確に測定すること
で、ワインの発酵プロセスを制御することができる。
「ワインコネクションは、変革と伝統を両立したシス
テムである」とAlvesは語る。

GM FinancialがPaaSを 
活用して顧客向けの強力な 
システムを構築

General Motorsにおける金融サービス事業の子
会社であるGM Financialは、北米の顧客向けに
金融サービスを提供するべく、融資案件発掘のため
のシステム再構築を図っている9。同社は、複雑なシ
ステム構成や煩雑な管理業務の改善を目的として、
基幹システム再構築の方法を検討していた。この検
討では、第三者のプラットフォームの利用も視野に
入れており、ITおよびビジネスのリーダーは、第三
者のプラットフォームを利用した場合のアセスメント
結果を基に、システムの企画構想を行った。GM 
Financialのデジタルソフトウエアソリューション部
門のSenior Vice PresidentであるBill Livesey
によると、可能な限り目的に沿ってレガシーシステ
ムを再構築するためには、PaaSの利用は最も合理
的な選択であるとのことだった 10。
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「我々は最終的に、PaaS利用を選択するに至った。
自社で自由に開発可能な基幹システムを利用して、
競争優位性を維持したかった」とLiveseyは話す。
「我々が長年積み重ねてきた経験および知識により
作り上げてきたプラットフォームを捨て、第三者製品
に完全に乗り換えたのでは、競争優位性を維持でき
ない」

PaaSを選択するにあたっては、コストも大きな判断
材料となっていた。「PaaSを使えば、ビジネスパー
トナーが必要としている製品やサービスの開発を継
続できる。新製品やサービスの開発のために既存シ
ステムを停止し、第三者製のプラットフォームへの
移行に注力する必要がなくなるからだ」。さらに、基
幹システム保守業務の一部をクラウドプロバイダに
担わせることは、老朽化が進むオンプレミスシステ
ムの保守に時間を費やしているITチームにとって好
都合であった。PaaS利用は ITだけでなく、ビジネ
スに対してもメリットがある。製品やサービスの開発
を継続することで、ビジネスチームとITチームが強
固な協力関係を築くことができる。これにより、技術
革新の機会創出や運用の効率化、新機能開発の頻
度向上が期待できるのである。

システム再構築プロジェクトの初期フェーズにおい
て、Liveseyと彼のチームは、PaaSに移行すべき既
存システム機能の精査を行った。結果、多くの機能は
「移行すべきである」と判断された。今後のPaaS導
入において、既存システムからほぼ変わらない機能
が実装されるであろう。一方で、前時代的または複
雑でクラウドへの移行が困難な機能については、
ソースコードの変更や機能の破棄が必要と判断さ
れた。

ITチームは同様に、既存のオンプレミスデータベー
スからクラウドデータベースへの移行を決定するに
あたっても、詳細な調査を行った。「融資業務支援
システムの規模と、システムに記録されている会計
データの機密性に鑑みると、クラウドデータベース
への移行は大きな決断であった」とLiveseyは語る。
「調査の結果、このクラウドベースの製品は当社の
セキュリティおよびプライバシー基準を満たすもの
であった」

融資案件発掘プラットフォームのクラウド移行に向
け、GM Financialにはまだやるべきことが数多く
残っている。しかし、このプロジェクトは初期フェー

ズにおいて既に、組織全体から幅広く支持を得てい
る。「ビジネスパートナーはこのプロジェクトに賛同
してくれている」とLiveseyは話す。「我々は、非常
に大規模で無秩序に広がった既存システムを、統合
されたプラットフォームに再構築しようとしている。
これによりビジネスチームは、業務をサポートする
強力で信頼性の高いツールを手に入れることができ
る。加えて ITチームは、最小限の労力で継続的に機
能を開発することができ、安定性が高く管理可能な
プラットフォームを手に入れることができる。PaaS
導入により、すべての関係者に利益がもたらされる
のだ」
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ここ数年の間に、経営者の 
エンタープライズテクノロジーに対する 
考え方は大きく変化しているように感じる。 
この考え方の変化に伴い、 
企業はコア再生への取り組み方を 
再定義している。

これまで多くの経営者は主にコストの観点からテクノロジーを評価してきた。
しかし、近年ではコストよりも長期的な価値に重点を置き、テクノロジー変革
に対してより積極的になっている。これは歓迎すべき変化だ。

最新のテクノロジーを使いこなすことの戦略的重要性について、業界全体で意
識が高まっている。さらに、テクノロジーへの適切な投資、コアモダナイゼー
ションにむけた新しいアプローチの検討、これらの取り組みの契機となるビジ
ネスケースを考察する意欲も高まっている。

私の見解

Justin Kershaw 
Corporate vice president 
and CIO, Cargill
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最新テクノロジーの導入が不可欠であるといって
過言ではない。

Cargillのテクノロジー変革への道のりは、第三者
サービスへの移行から始まった。この過程でコア
ネットワークとインフラへの再投資を進め、アナリ
ティクス、クラウド、ERPシステムなどのテクノロ
ジーに投資した。現在では、Cargillの経営陣と取
締役会は、こうした取り組みの価値と成果を十分に
認識している。

今後は、従来の「アプリケーション」や「インフラ」
といった議題から、「プラットフォーム」や「サービス」 
を作る、という次のフェーズに移行し、さらなるモダ
ナイゼーションを推し進めていく。これにより、必要
となる人材のスキルセットはこれまでとは大きく異
なるだろう。つまり、今後はプラットフォームとサー
ビスを構築、維持できる人材がより必要になってく
る。また、外部のテクノロジープロバイダとのビジネ
スや、ビジネスパートナーおよび顧客に対するサー
ビスの提供方法も変わっていくだろう。

例えば、Cargillでは、年間50億米ドル以上もの間
接費を占める調達業務をより戦略的なものにする
ために、Maestroと呼ばれる統合プラットフォーム
を構築した。Maestroは何十ものシステムに取っ
て代わった基盤プラットフォームであり、この投資に
よりCargillの調達業務はモダナイゼーションされ
た。これにより、ここ数年でCargillの調達業務は大
幅に改善されており、会社全体の業績向上に貢献
している。

分析分野では、数年前にデータプラットフォームを
立ち上げ、2つのセルフサービス分析ツールを導入
した。以前はデータの一元管理すらできていない状
態であったが、現在では毎日約200万ものトランザ
クションを処理するプラットフォームに移行している。
このようなデータプラットフォームを使用することで、
ビジネスニーズに応じたスピードとスケールで情報
を活用できるため、実際のデータに基づいて、より
適切な意思決定を行うことができるようになった。
また、Cargillの約3万人の従業員はセルフサービ
ス分析ツールだけでなく、コーチングサービスも利
用でき、これにより効率的で付加価値の高い業務遂

Cargillは、数年間にわたって大規模なコアモダナ
イゼーションに取り組んできた。人事システムから
財務、流通、輸送、製造システムまで、半数以上の
システムがその対象となった。また、社内外のテクノ
ロジーリスクへの対策を一新するために多額の投
資を行った。155年の歴史を持ち、70カ国で事業
を展開し、安全で社会から信頼され、持続可能な方
法で人と地球を豊かにするという目標を掲げている
企業にとって、このような取り組みは、決して小さな
ものではない。

Cargillにとって、コアテクノロジーの維持と運用は、
単なる優良ビジネスの継続以上に重要な問題なの
だ。消費者や農家、世界有数の食品会社、小売業
者、レストランチェーン等がCargillを信頼して利用
している。2020年のパンデミックに関連したサプ
ライチェーンや世界経済の混乱は、最新テクノロ
ジーの運用が、Cargillやあらゆる企業にとって単
純なビジネスの成功だけのためだけではなく、非
常に重要な役割を担っていることを再認識する契
機となった。テクノロジーが溢れる現代社会におい
て、企業だけでなく、社会の安全と福祉においても
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ルサービスの全ポートフォリオにアクセスできるよう
になる。一部は製造現場に直接アクセスすることも
可能になるだろう。IT分野では、従来の運用保守の
スキルを持ったエンジニアが引き続き必要であり、
また、彼らのスキルはテクノロジーのモダナイゼー
ションにおいても有用である。また、同時に、デジタ
ルプラットフォームとサービスに特化したチームも編
成する。これらのチームが協力して、デジタルエコシ
ステムを支える洗練されたプラットフォームやプロセ
スを構築するのである。

基幹システムをモダナイゼーションし、新しいサービ
スやプラットフォームを増強することは大きな変化
を伴う困難な作業だ。しかし、現在のテクノロジー
と経済状況においては、困難だからといって対応し
ないわけにはいかない。経験豊富な経営者や取締
役会はこのような状況を十分に理解している。彼ら
は、テクノロジーへの投資を単なるコストとみなす
のではなく、継続的なモダナイゼーションのために
必要な投資であり、プラスのリターンを生み出すも
のであると考えている。

経営者は生き残りをかけた全く新しい形の市場競
争においてこれらの投資が必要不可欠であることを
理解し始めている。テクノロジー基盤が時代遅れに
ならないよう常にアンテナを張り、テクノロジー変
革に積極的に取り組んでいる企業こそが、今後の市
場で生き残り続けることができるのだ。

テクノロジーへの投資は 
単なるコストではなく、 
継続的なモダナイゼーション 
のために必要な投資であり、 
プラスのリターンを生み出す 
ものである。

行が可能となった。さらに経営陣や取締役会を驚か
せたのは、これらの投資に対するリターンが7倍以
上もあったことだ。

我々は、テクノロジーだけでなく業務プロセスのモ
ダナイゼーションにも多額の投資を行っている。多く
のグローバル企業同様、非効率的で分断されたシ
ステムをいくつか使用しており、自動化の余地があ
るマニュアル業務も少なくない。我々はこれらを改
善すべく、ERPベンダーと協力して、組織全体で継
続的なend-to-endの業務プロセスを構築してい
る。これは、システムのアップグレード、業務改革、
および大規模な変更管理作業を伴う複雑なタスク
だ。新しいテクノロジーを導入することと、それを効
果的に利用することはまったく別ものなのだ。とは
いえ、我々は両方の面で大きな進展を成し遂げてお
り、努力に見合う価値は十分にあった。

我々のチームが取り組む今後のタスクは、ビジネス
ニーズを特定し、そのニーズを満たすプラットフォー
ム、サービス、デジタル製品を構築することだ。近い
うちに、Cargillの顧客は、携帯電話を使ってデジタ
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ストラテジー
基幹システムへの継続的な投資が、IT領域の改
善、ひいてはビジネス価値の創出を可能にする。

こうした投資を将来的な価値としてではなく、目先のコスト
と考える経営者は非常に多い。これはいささか近視眼的で
ある。デジタル化が進んでいない組織において、レガシー基
幹システムは、テクノロジーおよびビジネス変革におけるス
タート地点となる。コスト重視のCEOがモダナイゼーション
への資金投資を決意するには、非伝統的なアプローチが有
効である。例えば、CFOを巻き込み、ハイパースケーラーな
クラウドベンダーや主要なERPベンダーと提携する。その上
でローコードのプラットフォームを使用し、まずは小規模な
IT変革プロジェクトを推進することで、コスト効率の高さを
検証できるだろう。モダナイゼーションに向けて、このような
アプローチを用いて、従来のビジネスケースを根本的に再
構築し、個々のシステムコストを企業の将来への投資へと変
えることができる。

ファイナンス
多くのCFOは今後、遅かれ早かれ将来の基幹シ
ステムに関する極めて重要な決定を下すことにな

るだろう。先延ばしにするべきか、積極的にモダナイゼーショ
ンを推し進めるべきか、非常に重要な問題である。企業が大
きく複雑になればなるほど、基幹システム再構築のような大
規模なプロジェクトは難しく、コストも膨らむ。既存のシステ
ムが機能しなくなったり、維持できなくなるまで決断に踏み切
らない、というCFOもいるだろう。しかし、壊れるのを待って
いる間に着々とシステムは老朽化し、技術的負債が蓄積する
可能性がある。一方、モダナイゼーションに熱心なCFOは、
単なる大規模な移行に留まらず、さまざまなアプローチを検
討する。例えば、大規模なクラウドベンダーとの独創的な契約
形態を模索したり、既存機能をローコードのプラットフォーム
に移行することで、未来のコアシステムの基盤構築に向け、現
在のコスト制約を取り払うことができる。このようなアプロー
チやそのほかのコア再生アプローチを活用することで、CFO
はデジタル変革における財政的な障害ではなく、むしろキー
パーソンとなり得るのだ。

リスク
基幹システムのモダナイゼーションを進める企
業の多くは、既存の ITエコシステムに最先端の

テクノロジーを導入する。企業のCROは、古いテクノロジー
と新しいテクノロジーが入り混じった状態においてリスクが
発生し得ることを認識しておくべきだ。このようなリスクは、
CIOと緊密に連携することで、適切に予測、管理することが
できる。また、消費者やビジネスパートナーと接点の多い業
務部門と協力することで、新しいテクノロジーに対応した製
品およびサービスの潜在リスクをより正確に把握し、事前に
有効な対策を検討することができる。これらの2つの方針を
念頭に置くことで、CROはリスクや規制に対して、テクノロ
ジーの優先順位と消費者心理を適切に評価し、バランスを
保ちながらリスク管理を行うことができる。

今後の展望
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ビジネス変革のための運用保守 
実現に向けて、テクノロジーベンダー 
との交渉がもっとも有効な領域は 
どこか。

レガシーアプリケーションからモダンな 
プラットフォーム（ローコードや 
クラウド化など）へ移行するメリットを 
享受できるか。

レガシーERPが持つ技術的負債の 
返済戦略は。

2

3

1
さあ、
はじめよう

要点
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日本のコンサルタントの見解

はじめに

本編では、ブラックボックス化した企業の基幹シス
テムを、先進的なモダナイゼーションの手法を通し
て、新しいプラットフォームへ移行するアプローチや
実際の事例を紹介した。デジタルトランスフォーメー
ション（以下DX）を真に実現するためには、基幹シ
ステムをいかに再生できるかが重要な命題の一つで
あるが、現在この領域で悪戦苦闘されている読者に
とっては、示唆に富むものであったのではないだろ
うか。

経済産業省が2018年9月に「DXレポート～ITシ
ステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展
開～」を公表してから、はや2年以上が経つが、日
本企業はその克服に向けて前進できているであろう
か。私が各企業との対話の中で感じるところだと、
変革に真剣に向き合えている方々も多く、明るい兆

しを感じるところであるが、DXを理解していない方
もまだまだ多くみられる状況だ。DXについて、次世
代テクノロジーを利用した新しい製品やサービスの
開発、新しいビジネスモデルと断片的に捉えてしま
い、ややもすると魅力的で最新鋭の技術要素にあふ
れたちょっと夢見心地な世界と解釈しているのだ。
しかしDXの神髄はデータ利活用であり、すべてが
派手なテクノロジーを導入する施策で構成されてい
るわけではない。その到達までにビジョンは大きく
持ち、ただし地道ではあるが現実的な施策を積み
重ねていくことが本質であるのだ。そしてデータ利
活用のメリットを最大化するためには、以下で詳述
する企業のデータ諸元である基幹システムの「ク
リーン化」、「柔軟化」、「一体化」の推進が重要な施
策要素として位置づけられる。

基幹システムのクリーン化

これまで基幹システムを代表するERPの多くは、現
行踏襲もしくはNice to Haveな要件を重視するあ
まり、過剰なアドオンにより構築されてきた。これは
大企業になればなるほどその傾向が強い。この大

量の技術的負債を抱える状況が運用保守の時間を
増大させ、その弊害としてシステムのアップグレード
を難しくしている。また最近では現行ERPの自動分
析やプロセスマイニングにより既存システムを即座
に診断し、現状分析の精度と効率化を高める手法
が注目を浴びているが、日本の基幹システムは複雑
化、ブラックボックス化しているため、このような診
断ツールを十分に適用できないケースも生じてきて
いる。さらに今後、新たに登場する次世代の周辺シ
ステムや新機能のほとんどは、その利用においてク
リーンなERP環境を前提としたものになるであろう。
つまり次世代ERPにこれまで通りにアドオン開発を
施すことは、企業のDXの大きな足かせとなるのだ。
また基幹システムのクリーン化は過去のERP導入
時代の議論を再燃させることではなく、企業の将来
を左右する新しい視点を持つべきであることを強調
したい。過去ERPの標準機能は、BPRの文脈、す
なわちベストプラクティスと現場の意見が交わる中
で評価されていた。ERPのベストプラクティスが必
ずしも完全ではない中で、オペレーションの品質を
維持するため、現場の正当化理由が認められること
も多く、アドオン開発はその分増えていったのであ
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せる、使いたいアプリケーションが登場すれば、オン
プレミスよりも迅速に導入できる、嫌なら止める。つ
まり事業環境の急激な変化に即応して、基幹システ
ムに柔軟性を持たせ、レガシー化を防ぐだけでなく、
大規模な改修やリプレイスをせずに進化を続けるこ
とができるのである。逆に特定のクラウド製品を利
用することによって柔軟性が損なわれる場合は、IT
コスト削減に寄与したとしても、導入については慎
重に判断すべきだ。いずれにせよ変化への反応を
素早くするため、企業はクラウド活用を変革のマス
ト条件として捉え、クラウドを使わないことを例外
扱いとして審議するような振り切った体制とルール
を定着させることも検討してよいだろう。

基幹システムの一体化

すべての業務を統合していくというコンセプトが画
期的なものとしてERPが取り上げられたのは、もう
20年以上前になる。業務が標準化され、データが
一つのデータベースに集約されるERPは全体最適
のモデルとして支持された。しかし、現時点で一定
の統合に成果は見出せているものの、業務システム

が分散された状態は現在でも続いている。分散した
業務システム間のデータに一貫性はなく、システム
間連携もまだまだ従来の方式が残っている。今後
基幹システムは特定ベンダーのサービスに統合して
いくSuitesにするか、個別領域で最適なベンダー
製品を組み合わせるBest-of-Breedにするか企業
の特徴に合わせて選択されていくことになるが、ど
ちらを選ぶにせよ、データ標準化やAPIを活用した
データ連携を通して、全体を一体的に運用すること
は意識せねばならない。海外ではMulesoft, 
Informatica, Dell Boomiなどの iPaas製品の利
用も常識化しているため、日本企業もこういった製
品の理解と活用を考える必要がある。

また特定のERPを導入するにしても、企業の形態に
合わせて、アプリケーションアーキテクチャは適切に
デザインせねばならない。グローバル展開している
企業であっても、似通った少ない事業で経営を行っ
ている場合は、ERPはワンインスタンスであっても
構わない。グローバルデザインの設計、ガバナンス
モデルの確立、チェンジマネジメントの徹底、
Follow the Sunの運用保守設計・実行は非常に

る。しかしこれからは、ERPをクリーンに保つことは
BPRの観点というより、DXが目指す高度なデータ
利活用のための必須条件となるため、議論の前提
が異なるのだ。つまり現場の抵抗によりアドオン開
発が絶えず発生することはDXを阻害することにな
り、これまでと比べものにならないほど企業が存続
する上での脅威となるのである。このことは IT部門
のみならず、ビジネス部門も深く理解し、警戒する
必要があるであろう。

基幹システムの柔軟化

次世代ERPを構築するには、クラウドを含めたアー
キテクチャの考察が不可欠である。クラウド活用と
一言でいっても、インフラ、開発プラットフォーム、ア
プリケーションと様々な領域で検討されるため、悩
まれることも多いだろう。しかし重要なのはDXにお
いて何故にクラウド化が重要かということである。ク
ラウド利用のメリットは自社で資産や保守体制を持
つ必要がない、どこでもサービスを利用できるといっ
たことに加えて、DXにおいてはその柔軟性にあると
考える。システム容量が足りなければ速やかに増や
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タフではあるが、統合による果実は計り知れない。
一方、ビジネスモデルが完全に異なる事業を多数
抱えている企業になると話はより複雑になる。共通
化可能なコーポレート部分と事業部領域では製品
選定の考え方が変わる。共通化可能であれば企業
単位が分かれていても、同一ERPをワンインスタン
スで導入することができる。例えば財務会計であれ
ば事業部のビジネスモデルがどんなに異なろうとも
事業横断で共通の業務・システムを展開できるであ
ろう。一方、事業によって差別化すべき業務を無理
に統一しようとすると、競争の源泉を失うことにつ
ながりかねないため、個別要件に基づき、環境を分
けて構築することがあってもよいだろう。どのような
業態であれ大事なことは、共通化・差別化すべき
領域を明確にした上で、企業のアーキテクチャを定
義し、それに沿ってDX基盤を構築することだ。

最後に

COVID-19により企業経営は我慢を強いられてい
るが、ニューノーマルも相まってDXが加速したよう
に思える。実際の投資が抑えられたとしても、少なく
ともマインドセットはシャッフルされ、ビジネスの常
識は永続的ではないと気づいたはずだ。伝統的な
営業スタイル、対面でのコミュニケーション、紙に依
存した業務プロセスなど、アナログなやりとりは強
制的に見直されていく。基幹システムの世界ではど
うか。導入当時はプロジェクトメンバが知恵を振り
絞って生みだしたものであったとしても、時代が経
つにつれ事業環境も変わり、アドオンが増えブラッ
クボックス化し、導入当初の価値は永続していない。
今後各企業が構築するDX基盤は、現時点で最高な
ものとして位置づけるのではなく、何が起こるかわ
からないこの世の中、事業環境の変化に応じて進
化・変容できる作りにするべきである。そしてその
作りには、本稿で述べたクリーン化、柔軟化、一体
化は外せない条件だ。私は海外企業と日本企業双
方を支援する立場であるため、よく実感することで
はあるが、この作りの差に、現在の海外と日本の実

力差が表れているのではないかと思う。この差を埋
めるにはチャレンジは多いが、克服しつつある日本
企業も現れてきた。DXの土台である基幹システム
再生において日本企業には回避できない課題であ
るが、決して不可能ではないはずだ。顧客企業も導
入企業も是非理解と覚悟の上、取り組んでほしい。
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コストセンタからバリュードライバーへ

サプライチェーンの構成要素を最適化し、
顧客のプロファイルに基づいたサービスを展開することで、
企業はコストとサービスの両立点を見つけることができる

相互運用可能なデータ

データは、集約され、洞察を得るために分析され、
ステークホルダーのエコシステムに
リアルタイムに拡散されることで、
さらに利用価値が高まる

サプライチェーンチームのためのツール

RPA、コボット、およびドローンは、
サプライチェーンの現場をより安全かつ効率的にする
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ンの顧客固有ニーズや需要変動への対応力を
高めている。

• 膨大な構造化データや非構造化データをより大
量に取り込む方法が検証できている。そこから
得られたさまざまなデータを分析して業務上の
洞察を得ることで、組織全体のシステムと業務
プロセスを継続的に最適化している。また、デー
タをより広く共有することで、供給エコシステム
全体の最適化を図っている。

• ロボットやドローン、そのほかのテクノロジーを
活用し、サプライチェーンをより効果的、効率的、
生産的、かつ安全にする機会を絶えず追い求め
ている。

企業は以前からサプライチェーンのデジタル化を推
進してきたが、直近の出来事は変化の緊急性をより
高めた。2020年前半に、世界は数十年前から続く
サプライチェーンモデルが崩壊するのを目の当たり
にしたが、それは決して好ましいものではなかった。
パニック的な買い占めをきっかけとして、紙製品、ク
リーニング用品、そのほかの生鮮食品に対する消費
者の需要が劇的に急増した 1。しかし国内およびグ
ローバルのサプライチェーンでは、こうした需要の
シグナルが製造現場や調達部門に迅速に伝達され
ることはなかった。過年の最適化や強化の取り組み
の積み重ねを経て、多くのリーダーは、強固で透明
性の高い供給ネットワークが構築できていると確信
していた。しかし、COVID-19が発生したときには、
その努力が不十分であったことがすぐさま露呈した。

我々は、今後1年半から2年の間に製造業
者、小売業者、そのほかのプレイヤが、ビ
ジネスエコシステムを最適化することに

よって、レジリエンスやリスク耐性を備えたサプライ
チェーンへと変革していくと考えている。それだけで
なく、彼らはサプライチェーンを従来のバックオフィ
スのコストセンタからバリュードライバへと転換し始
めるだろう。具体的な転換の方法については、以下
で示す「顧客別サプライチェーンの構築」を目指し
た各業界リーダーの戦略が参考となるだろう。

• 各業界のリーダーは、デジタルツールを活用し
て顧客をセグメント化し、バリューチェーンの随
所からくる需要シグナルの察知力向上に力を注
いでいる。この情報を利用して、サプライチェー

サプライチェーンの寸断
従来のコストセンタからバリュードライバへの変革

トレンド3
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どんなに柔軟性が高くレジリエントなサプライ
チェーンであっても、その中の最も弱いリンクに左
右されることが証明された。

その後の混乱は広範囲に及んだ。サプライチェーン
の専門家を対象とした最新の調査によると、回答企
業の97％がCOVID-19に起因した業務停止を経
験したと答えている2。これらの企業の中には、パン
デミックの深刻さとその波及の速さに不意をつかれ
たと答えた企業もあった。しかしながら、本来この
ようなことに足元をすくわれるべきではなかった。
世界は、コネクティビティや脆弱なシステム、グロー
バルサプライチェーンへの依存度をこれまで以上に
高めており、今後もこのような影響の大きい破壊的
な出来事がより頻繁に起こる可能性が高いと考え
なければならない3。

こうした状況に対し、多くのリーダーが、相互依存
性が高く予測不可能な世界においては現在のサプ
ライチェーン最適化が不十分であることを認識し始
めている。実際、前述の調査の中で、回答者の

73％がサプライチェーンマネジメントのアプローチ
方法を大幅に変更する計画を立てていると回答し
た 4。現在、一部の企業はデジタルサプライネット
ワークの先駆者に倣って変更を進めており、例えば、
アナリティクスを使って顧客をより深く理解し、顧客
の行動を予測することで、顧客の価値と購買行動の
源泉を理解しようとすることや、サプライヤに情報を
共有し、その回答情報をタイムリーに受け取ること
で、供給と需要をより適切につなげることにチャレ
ンジしている。また、顧客のバリュードライバを理解
することで、新しい供給ネットワークにおける配備、
ロジスティクス、調達などの最適化を可能にしよう
としている。

従来のコストセンタを強固なバリュードライバに転
換することは、一夜にして実現できるものではない。
また、複雑な供給ネットワークの中で、混乱を切り
抜けるための柔軟性、透明性、レジリエンスについ
ても同様だ。しかし、今こそ動かなければならない。
COVID-19は、グローバリゼーション、相互依存、
脆弱性の未知なる段階を予示している。

あなたのサプライチェーンは準備ができているだろ
うか。

コストセンタから 
バリュードライバへ

サプライチェーンのコストセンタからバリュードライ
バへの転換は、グローバルでは新たに現れた考え
方ではない。過去20年間、多くの大手企業（製造業、
小売業など）はオンラインでの調達や出荷タイミン
グの最適化を実現するために、サプライチェーン変
革を進めてきた。（最前線からの学び「工場設備デー
タを積極的に活用し、予知保全を行うPactiv 
Evergreen」、65ページを参照）

オンライン小売業者はサプライチェーンネットワーク
最適化における、予測モデル活用の先駆者であっ
た。大量の顧客を、顧客のロケーション、嗜好、サー
ビスへの期待値などをインプットとしてグループに
分類できる、非常に詳細な顧客サービスコストプロ

59サプライチェーンの寸断1 2 3 4 5 6 7 8 9



ファイルを開発した。これにより、高価格でもより迅
速な配送サービスを求める顧客は一定数いるが、
大半の顧客は価格に敏感であり、低価格であれば
より長い配送期間を許容することを示唆として得た。

従来のコストセンタを 
強固なバリュードライバに 
変える活動は、一朝一夕 
には実現しない。

顧客の需要複雑性や優先事項を詳細に把握するこ
とで、近隣倉庫での在庫の前方配置、輸送時間とリ
スクの低減、配送スケジュールの信頼性向上を実現
できる5。一方、低価格を優先する顧客への配送は
緊急ではないため、遠方倉庫に在庫を配置し出荷
することで対応できる。顧客には各配送オプション
について十分な情報を提供し、自分自身のニーズに
合わせた判断を推奨することで、サプライチェーン

は顧客の需要を満たすと同時に企業の収益性を改
善できるツールに変化した。

従来とは異なるソースから膨大な量の非構造化
データを体系的に収集、集計、分析することで可能
となった、ハイパーパーソナライゼーションと顧客セ
グメンテーションは、小売業では標準化され、現在
ではあらゆる業界のサプライチェーンをも変革しよ
うとしている。このアプローチは、製造業、製薬業、
エネルギーといった各業界の企業が、販売時点から
製造現場、さらにはサプライヤに至るまで、需要パ
ターンとそのサプライチェーンへの影響をよりよく理
解するのに役立つだろう。実際のところ、顧客情報
をリアルタイムで収集し、サプライチェーンや生産の
意思決定にどの程度反映できるかは、すでに競争
上の差別化要因になりつつある。

プラスチックボトル入りの洗濯用液体洗剤を製造・
販売する消費財メーカーを例に考えてみよう。この
メーカーのバリューチェーンのデータを分析すると、
大型卸売業者への大量販売と、地方の個人商店へ

の小規模販売との収益の違いが明らかになる。この
洞察があれば、洗剤メーカーは収益性とサービス
期待度に基づいて顧客をセグメント化でき、定期的
な配送を必要としない個人商店の顧客に過剰な
サービスを提供せず、より充実したサービスを期待
している貴重な大型顧客にリソースを優先すること
もできる。まさにサプライチェーンが顧客を惹きつけ
るための強力なツールとなり得る。サプライチェー
ンの構成要素を最適化し、顧客に提供するサービス
を差別化することで、コストと配送サービスの間の
スイートスポットを見つけることでき、顧客とより良
好な関係を維持することができるのである。

さらに、厳密に管理された強固なサプライネット
ワークは安定性も提供できる。COVID-19の流行
初期に見られたような、予期せぬ急激な需要の急
増に直面した時に、高度な透明性を提供するデジタ
ル化されたデータドリブンサプライチェーンは、計画、
生産、およびフルフィルメントの各機能を効果的に
同期させることができ、広範囲に及ぶ混乱を最小限
にする、さらには防止することもできるかもしれない。
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新しい形でのデータの 
収集・共有・分析： 
自社と取引先での 
データの相互運用

サプライチェーンがバリュードライバへと変化してい
く昨今の状況を踏まえて、顧客へと提供できる価値
を理解しながら、社内業務の明確化と全体サプライ
チェーンの見える化を進めていくことが今後重要と
なってくる。その実現に向けては、社内外を含めて
サプライチェーン全体からデータを収集できる仕組
みづくりが見える化を進める上で要となる。データ
の見える化とデータ処理の高速化は、サプライ
チェーンをバリューチェーンとして考える場合のドラ
イバとなる。

今後1年半～2年の間に、柔軟なサプライチェーン
の構築を目指している組織においては、より多くの
データの取り込みと分析を可能にするために、次の
ような取り組みが予想される。

• 既存 IT/OTケイパビリティの活用
ITネットワークと、工場現場のオペレーションテ
クノロジーソフトウエアや機械を融合させたス
マートファクトリーアプリケーションや、インダス
トリアル IoT（IIoT）センサー技術は、スマート
ウェアハウス、ロジスティクスやソーシングにお
いて新たな用途を見出しつつある。サプライ
チェーンからリアルタイムの運用データを共通
のデータプラットフォームへ集約することで、工
程全体の透明性と作業効率を向上し、人および
機械による意思決定を支援するリアルタイムの
指標（ライブメトリック）を充実させる6。IIoTセ
ンサーに加えて、視覚、音響、および温度監視
ツールを用いてさまざまなデータの収集と分析

を行うことで、従来捉えることが困難であった設
備の状況を見える化でき、メンテナンスチームが
異常をいち早く検知し、予測保守を行う事が可
能となる。

• エッジでのデータケイパビリティの強化
データ管理においては、「時はカネなり」である。
データによっては一瞬の間が命取りとなり、数
秒以内に本質的な価値がなくなる可能性もある。
したがって、データを素早く収集・分析し洞察を
得て、対応アクションに移していくための一連の
データ処理スピードがとても重要になってくる7。
このようなケースの場合、データ処理とストレー
ジを物理的にデータソースに近づけることでこ
のプロセスを高速化できる、いわゆるエッジコ
ンピューティングと呼ばれる技術を使うことで、
上位システムへの負荷や通信遅延を解消し、
データの即時性を高めることができる。例えば、
製造や販売の時点で生成されたデジタルデータ
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を瞬時に分析し、その洞察をエッジから、独自
の分析能力や計算能力を持たないサプライ
チェーンエコシステム内のシステムやツールに
直接配信することで、現場へのフィードバックを
リアルタイムで行うことができる。

その一方で、企業は顧客によりよいサービスを提供
するための社内業務最適化に取り組みながら、外部
の供給源の可視性を高める必要があることに気付
き始めている。一部の企業は、ネットワーク内のす
べてのサプライヤ間で情報をリアルタイムに共有で
きる、共通のサプライチェーンプラットフォームを構
築するという構想を模索し始めている。プラット
フォームの透明性が高まれば、自社だけでなく、す
べての組織のサプライチェーンを可視化できるよう
になる。これらのプラットフォームは、AIと高度な分
析レイヤをすべての情報の上に配置して、集約デー
タ全体をより充実させ意味あるものに変えることが
できる。そうなれば、データは相互運用可能なより
価値あるものになる。

データの見える化と 
データ処理の高速化は、 
サプライチェーンを 
バリューチェーンとして 
考える場合のドライバとなる。

完全なデータ相互運用性を実現するには時間がか
かる。その最初のステップとして、共有データの要素
を組み込んだ2層のデータフレームワークの構築を
検討すべきである。1層目ではデータの相互運用を
可能にする。ここでは、企業のサプライチェーンネッ
トワーク内のユーザがどこにいてもお互いの情報を
共有できるような自社基準を構築する。これは、同
じチェーンにいながらも他部署の製品やデータモデ
ルの構築を容易に複製・支援できない、という長年
の課題に取り組みむための一助となる。データフ
レームワークの2層目では、サプライチェーン内の
個人やグループが、市場からの要求に対して迅速に
機能拡張を実行できるようにする。

サプライチェーンチームの 
ための新しい武器

サプライチェーンがこれまでコストセンタとして取り
扱われてきたことを考えると、サプライチェーンチー
ムが行う付加価値を伴わない作業に付随するコスト
や安全上の考慮、非効率性といった問題を見過ごす
ことはできない。例えば、従来の配送業務を考えて
みる。顧客より注文が入った際、まずはコーディネー
ターが注文情報の記載されたフォームを印刷し、
フォークリフトの運転手に手渡す。運転手は倉庫に
入り、注文のあった製品をパレットに乗せ、隣接する
鉄道ヤードまで運搬し、貨車に積み込む。多くのサ
プライチェーン業務全般に共通する業務であるが、
配送センタや商品倉庫での大型機械の操作を伴う
作業は、コストがかかり非効率的であることが多い。
現場作業員が送電線や電波塔といった作業環境の
悪い場所で作業を実施するようなエネルギーおよび
通信業界においてはさらに、作業者の安全面のリス
クも抱える。
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企業は外部の供給源の 
可視性を高める必要がある 
ことに気付き始めている。

これから先、より柔軟なサプライチェーンを構築して
いこうとする機運が高まるにつれて、多くの企業や
組織が、新たなテクノロジーを駆使してサプライ
チェーンの見える化に取り組みむようになると予想
される。

• 自律ロボットと協働ロボット（コボット）
自律ロボットを導入することで、直接的および間
接的な運用コストを削減し、収益性を高めるこ
とができる。自律ロボットは24時間働くことで
人件費を下げ、生産性を上げることができる8。
同様に、協働ロボット（コボット）は現場作業員
と協働し、彼らのパフォーマンスを向上させるこ
とが期待されている。ロボットの動きは容易に
プログラミング可能であり、パッケージの仕分け
のようなタスクを実行することができる。また、

資材倉庫や工場内にて資材運搬を行うケース
では、高度な衝突回避機能により、人間または
作業現場の障害物と衝突することなく運搬業務
を実施することができる9。

• ドローン
無人ドローンを使って、入庫や出荷といった社
外向けサプライチェーンや、工場から倉庫といっ
た社内向けサプライチェーンなど、さまざまなタ
スクが実行できる。また、倉庫内の在庫管理と
いった業務においても、ドローンを活用すること
で業務を効率的に行うことができ、人件費の削
減が期待できる10。

• カメラを用いた画像認識システム
近年、カメラをネットワークへ接続し業務に活
用する事例が急速に増えてきている。一部の配
送センタや商品倉庫では、設置されたカメラを
ネットワーク経由でAIと連携させ画像認識シス
テムとして在庫管理に活用している。また、ある
企業では画像認識システムを工場やオフィスで
使用し、従業員同士のソーシャルディスタンスを

保つ仕組みづくりに活用している。画像認識シ
ステムを活用することで、設備や製品などの温
度分布の把握、肉眼で確認できない微妙な動き
の検出などこれまで見ることができなかったモ
ノに対しても「見える化」を進めることが可能と
なっている。

データの相互運用性、AI、機械学習もまた、今後の
活用が期待されている。配送業務などサプライ
チェーンにおける末端業務であっても、工程の「見
える化」を進め、シームレスにネットワークに接続で
きる環境を構築することで、業務の一部を自動化す
ることや、中央拠点からリモート制御することが可
能となる。新たなテクノロジーを活用することで、作
業者の安全や効率性の向上と、コスト削減を両立さ
せていくことが今後重要となってくる。
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進むべき道
サプライチェーン改革に向けた新たなツールやテク
ノロジーは、企業がサプライチェーンをコストセンタ
からバリュードライバへと変革し、より柔軟なサプラ
イチェーンを構築していくにつれ、さらに存在感が
増すと予想される。今こそサプライチェーン変革の
時である。ほんの数年前まではサプライチェーン
チームにとってはあまり馴染みのなかったデジタル
ツールやテクノロジーが今や欠かせないものになり
つつある。COVID-19の世界的大流行によって、グ
ローバリゼーションやビジネス上不可欠な依存関係
に関する長年の多くの仮説が否定されただけでなく、
従来のサプライチェーンモデルの脆弱性が明らかと
なり、ニューノーマルに向けた新たなサプライチェー
ンの変革は必然となるだろう。
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工場設備データを積極的に活用し、 
予知保全を行うPactiv Evergreen

工場は原料を調達し最終製品を出荷するという、サプライチェーン全
体の流れにおける重要な役割を担っている。また、適切に管理された
工場では、製品を生産するだけではなく、調達や輸送などの供給手
配も行っている。つまり、工場の設備が故障すると、その影響はサプ
ライチェーン全体に波及する可能性がある。そのため、設備を効率的
かつ継続的に稼働させるために必要な情報を収集する手段として、
工場現場にデジタル技術を導入する企業が増えている。

工場現場にデジタル技術を導入した企業として、Pactiv Evergreen 
の事例を紹介する。Pactiv Evergreenは、食品・飲料販売で使用す
るプラスチック、紙、発泡スチロールなどの容器を製造する世界有数
の企業である。同社は、IoTテクノロジー、視覚化ツール、高度なデー
タ分析ツールといったデジタル技術を活用することで、工場の生産設
備に多額の投資をすることなく、工場全体の設備総合稼働率（OEE）
を向上させ、収益を増加させることができないか、また、設備効率化
による運用コストの削減ができないか検討していた。

そこで、工場設備の「知能化」プロジェクトを立ち上げた。このプロジェ
クトでは、IoTテクノロジー、AI、高度なデータ分析技術に投資し、設
備と人の両方のパフォーマンスを向上させることで、物理的世界とデ
ジタルの世界の融合を図った。

Pactiv Evergreenは、まず、個々の設備に埋もれていたデータに「光
を当てる」必要があった。そしてリアルタイムデータと過去データを容
易に分析可能なプラットフォームに取り込むための施策に取り掛かっ
た。工場内の多くの設備は数十年前のものであったため、異なる設
備間、あるいは設備作業者との間での情報連携ができていなかった。
そこでプロジェクトチームは定義した複数のユースケースを基に生産
ライン全体にセンサーを追加し、調達から出荷、輸送までのマテリア
ルフローの状態や、設備ごとの振動、温度、電流値のデータなど工場
内で計測可能なデータを収集した。また、ダウンタイム、品質、生産
量などのデータをほかの情報源から収集し、分析した結果、工場全
体の稼働状況を総合的に把握することが可能となった。

こうした活動により、従来は故障を受けて行っていた設備の修繕活動
に対し、予測に十分なデータを集めたことで、そもそも故障が起きな
いようにするための保全を実現することができた。プロジェクトリー
ダーは、振動、温度、圧力などの重要なデータをモニタリングしつつ、

最前線からの 
学び
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エッジ分析ツールを活用して異常判定、設備のダウ
ンタイム、故障の予測をリアルタイムで行い、アプリ
ケーションを通じてさまざまな部門向けに情報を提
供した。実用的な洞察が適切な担当者にプッシュ方
式で提供されるようになったことで、設備故障によ
る生産停止が起こる前に潜在的な問題に対処する
ことができるようになった。

この取り組みの初期展開の一部として、プロジェク
トチームは生産ライン全体の設備状態を把握する
ための信号解析と動画解析の実証実験を行った。
例えば、生産ラインにおいてグラインダーはただの
道具であるが、万が一故障すると生産ライン全体が
止まってしまう。そこで、響信号解析を使用し、機械
学習に基づくアルゴリズムを開発した。ブレードの
摩耗をこのアルゴリズムにより予測し、次の段取り
替えの際にブレード交換の必要性を警告をすること
で、予期しないダウンタイムを防止することができ
ている。

最後に、工場のコントロールタワーを開発し、工場
のリーダーがOEEだけではなく、ラインごとの稼働
状況や工場の稼働場を監視できるようにした。また、

原料の消費量予測による品質管理と原料消費量の
予実管理、そして設備と作業者の稼働状況の予測
もコントロールタワーで行っている。これにより生
産ライン全体が正常に稼働していることを保証して
いる。

Pactiv Evergreenの工場設備の「知能化」の取り
組みは、稼働状況の管理と保守に対するアプロー
チ全体を変革した。これによりOEEが9％向上し、
純利益も増加した。「取り組み結果は非常に素晴ら
しいものだ」とCFOのMike Ragenは述べている。
また、「生産量が19％増加すると、ラインごとの利
益は200万ドル増加する。工場内の全18ラインの
生産量が19％増加すると合計3600万ドルの利益
が見込まれる」とも述べた 11。
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戦略爆撃機B1-Bランサーの飛行隊は、
毎週、北アメリカの上空を定期的に
飛行するために、南ダコタ州の
エルズワース空軍基地から飛び立つ。

この著名な航空機は冷戦時代に設計・製造されたものだが、今でもアメリカ
空軍の主力機として活躍している。その長寿の理由の一つは、B1-Bを最高の
性能で稼働させるために必要な、入手困難な必須部品を、整備員やエンジニ
アに提供する複雑なサプライチェーンの対応力にある。それは従来的ないわ
ゆるサプライチェーンではなく、デジタルツールとの連携により、飛行機部品の
消耗の監視、予知保全の実施、在庫およびフルフィルメント機能の最適化によ
りコスト削減も可能にする、一種のエコシステムである。つまり、次世代のデ
ジタルサプライチェーン技術により、レガシー資産からより多くの価値を引き出
すことで、軍事費を負担する納税者に貢献しているのだ。

私の見解

John Tomblin, PhD 
Senior vice president for
industry and defense programs
and executive director, NIAR, 
Wichita State University  
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なデータをリアルタイムで共有できるようになってい
る。部品サプライヤは設計者や開発者とつながり、
設計者や開発者は工場の現場作業者や機械とデー
タを共有し、さらに在庫状況や作業場まで把握でき
るようになった。製品ライフサイクルのどの段階に
おいても統合されたデジタルツールにより、データ
に基づくコストと生産性の最適化が行われているの
である。

製品ライフサイクルの 
どの段階においても一元化 
された、データドリブンな 
デジタルプロセスが、 
時間とともに、コストと 
生産性の最適化を 
可能とする。

ウィチタ州立大学で行っているスマートファクトリー
技術の研究から、スマートファクトリーに関するデジ
タル技術の進歩がデジタルサプライネットワークの
ほかの機能の変革を促進していることが分かる。ス
マートファクトリーは、AI、IoT、ロボティクスなどの
技術を使用して製品の製造を高度化し、変化への
自己適応と、製造オペレーションの自動最適化がで
きる。スマートファクトリーのフロアにある機械は、
需要のシグナルに基づいて生産を自動的に増加さ
せることや、供給のシグナルに基づいて生産を減速
させることができる。同様に、スマートファクトリー
がデジタル供給ネットワークの心臓部として機能す
ることで、タイミングや生産変更に関するシグナルが
リアルタイムでネットワーク全体に波及し、運用上
の調整を維持することができる。

また、研究室ではデジタルツインテクノロジーの活
用により、スマートファクトリーの設計や工場機能の
細部をデジタル化することも追求している。企業は、
実際に工場を建設する前に、設計方針のレビュー、
設計中のレビュー、必要に応じた設計の調整を行う
ことができる。建設中に設計変更が必要な場合は、

私が所属するウィチタ州立大学のNational 
Institute for Aviation Research（NIAR）は、
B1-Bの機体向けにデジタルツールと故障予測モデ
ルを開発するため、アメリカ空軍と提携している。
例えば、航空機の特定部品が時間の経過とともに
劣化する様子を、画期的な3Dビューでメンテナン
スチームが確認できるデジタルツイン機能を開発し
ている。この機能によってB1-Bおよびそのほかの
航空機の予知保全が可能になり、今後は航空整備
士が必要なときに、必要な機材だけをメンテナンス
すればよくなるであろう。さらに、デジタルツインデー
タを使用し、古くなった交換パーツを3Dプリンタで
製作することが可能となり、最小のコストで機体の
有用性を高めることができるであろう。

デジタルテクノロジーの力で製品の状態だけではな
く運用状況や使用環境までが可視化されたことによ
り、従来の製造およびサプライチェーンのモデルが
揺らぐ可能性がある。近年、設計、製造、そのほか
の機能を大規模なサプライチェーンに統合するデジ
タル変革の動きが進んでいる。デジタルスレッドでつ
ながることにより、エコシステム全体で同じ高品質
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無駄な遅延やコストを最小限に抑えるために、設計
変更をより迅速に行うことができる。同様に、デジタ
ルを活用して既存の工場を見直すことも可能になる。
従来の工場をデジタルツインで再現し、仮想空間上
で単一の生産ラインもしくは工場全体に対して必要
な変更を示すことができる。

究極的に考えると、工場とは単に受け取ったイン
プットをアウトプットに変換するプロセスに過ぎない。
例えば、我々はスマートファクトリーの考え方に基
づいて、カンザス州ウィチタに大規模なCOVID-19
の研究所を建設している。プロセスの目的がウィル
ス試験の管理なのか、飛行機を飛ばすことなのか、
はたまたスマートフォンの生産なのかに関わらず、す
べてデータに紐づいている。データとデジタルツー
ルにより、革新、最適化、そして飛躍するB1-Bのよ
うな成長を続けるために必要な洞察を得ることがで
きる。
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ストラテジー
サプライチェーンの仕組みがコストセンタからプ
ロフィットセンタへ転換することで、ビジネス戦

略全体に大きな影響を与える可能性がある。CEOは、デー
タの相互運用性や需要のシグナルの取り込みといった細か
い部分にはあまり深く踏み込まないかもしれないが、データ
活用による顧客セグメンテーション、デジタルによる業務の
最適化、エコシステムの透明性が生み出す潜在的な価値に
は注目すべきである。これらの機会は、事業計画および財
務計画、リスク管理、組織間連携に個別に、もしくは全体に
影響を与え、特に組織がグローバルにサプライチェーンを最
適化して企業の回復力と柔軟性を高めるのにも役立つため
である。

ファイナンス
企業はサプライチェーンの統合を促進するため
の新技術への投資を試みている。これは、現在

のサプライチェーンの混乱に対応し、将来に向けてより柔軟
なサプライチェーンを構築するためである。その一例として
ブロックチェーンが挙げられる12。パンデミック後の世界に
おいて柔軟なサプライチェーンを構築するために経営陣は
ブロックチェーン活用に関心を持つであろう。実際、デロイ
トが最近行った調査では、CFOの40％が、COVID-19の
影響により、サプライチェーンがより多様化すると予想して
いた 13。この多様化に対応し収益を維持するために、CFO
は、サプライヤの支払条件、ベンダー評価、金利交渉などの
戦術的な検討にも深く関与しなければならない。サプライ
チェーンからサプライネットワークへの変革において、技術
の再認識は必要不可欠である。

リスク
世界中でのCOVID-19の流行により、グローバ
ルサプライチェーンは急激な混乱と規制当局の

監視の強化に直面している。それでも、サプライチェーンの
脆弱性について学ぶことで、将来の混乱に効果的に対応す
ることができるかもしれない。テクノロジーによって、企業は
ベンダーのリスクプロファイルを理解し、リアルタイムでデー
タを共有し、知的財産を保護し、契約条件を追跡することが
可能になっている。ますます複雑化するサプライネットワー
クでは、さらなる混乱は避けられないが、CROが先を見据
えた判断を下すことで、サプライチェーンのあらゆる部分で
発生する可能性のある潜在的なリスクを軽減することができ
るだろう。

今後の展望
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要点

サプライチェーンとバリューチェーン
全体から、より多くの内部データと
外部データを分析するために、
どのような技術と手法を導入できるか。

サプライネットワーク全体で情報を
より自由に共有することで、
どのような利益を得ることができるか。

どのようなサプライチェーン上の業務
が安全面でのリスクを抱えているのか。
これらのタスクのうち、ロボット、カメラ、
またはそのほかのテクノロジーで
実行できるものはあるか。

2

3

1
さあ、
はじめよう
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日本のコンサルタントの見解

日本企業を取り巻く環境

グローバルではサプライチェーンがコストセンタか
らバリュードライバへの転換を求められ、そのため
にも顧客のセグメントに合わせた新たなサプライ
チェーンの構築が必須とのことだった。さて、この転
換は日本企業にも必要だろうか。答えはイエスで、
同様の変化が求められていると考える。背景から考
えてみよう。

現在の日本企業を取り巻くビジネス環境はグローバ
ル化が進む中で、顧客要求が多様化し、かつステー
クホルダーや拠点も急増していることでますます複
雑化してきている。そのような環境下ではよりスピー
ドと効率性が求められ、かつ変化への柔軟な対応
が必要となる。またその課題は個々の企業では判
断できず、複数の利害関係者の状況を加味した解
決が求められる。まさに企業間やサービスをシーム

レスにつなげる「プラットフォーム」が必要とされる
のである。このようなプラットフォームによって形成
されるビジネスでは、個々の企業が従来のシーケン
シャルなバリューチェーン構造の中では考えられな
かったような決断を絶えず迫られる。

サプライチェーンから 
デジタルサプライネットワークへ

ではその決断を下すためにはどのようなサプライ
チェーンが求められるのだろうか、デロイト トーマ
ツ グループでは「サプライチェーン」から「デジタル
サプライネットワーク（以下DSN）」への昇華が必
要と考えている。現在までは顧客側での需要の変化
を各機能がそれぞれ理解・調整しながらバケツリ
レーで次の機能に順番に伝えていくフローだったが、
そのスピード感では市場や顧客の変化に追随でき
ない。今後は各機能がその変化を同時に察知し、必
要な部門同士が相互連携しながら、コンカレントに
意思決定や問題解決をする業務、まさに連鎖した
チェーン型から相互連携するネットワーク型への転
換が必要と考える。（図1）

この切替えを可能にするのがデジタル技術であり、
その技術を組み合わせたものをDSNプラットフォー
ムと呼んでいる。DSNプラットフォームはタイムリー
な意思決定を可能にするために、情報連携にアイド
ルタイムは存在させずリアルタイムに近い状態で
データ鮮度を保つ基盤を必要とする。 そのため先
端の要素技術を適切に組み合わせた統合プラット
フォームが求められる。例えばブロックチェーンでそ
の優れた改ざん耐性を活かして外部との受発注に
おける取引や請求データの安全性データトレーサビ
リティを担保し、出荷情報は IoTによりデジタルデー
タに変換されクラウド上のビッグデータ基盤にAPI
を介して連動させる。取得されたデジタルデータは
クラウド化された基幹システムや計画システムと連
動し、AIがそのビッグデータを利活用して意思決定
に必要なオプションを提案することで意思決定を加
速させるのである。まさにそのような環境が構築で
きれば、供給の一部機能のみを担うコストセンタか
ら、事実に基づき経営や事業への提言を行うバ
リュードライバへの変革が可能となるであろう。
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デジタルサプライネットワーク構築に 
向けた課題

ここからは上述のDSNプラットフォームを構築して
いく上で各企業が直面する課題を考察したい。この
課題はフェーズや検討内容においても大きく異なる
が、特にSCMの特性を重視すると大きく3点に集
約される。

まず1点目は、ステークホルダーが多くコンセプト
がなかなか合意できないという点である。SCMが
関与する部門は販売、マーケティング、設計、製造、
調達、品質、物流と多岐にわたる。また、国内だけ
で完結することは少なく、グローバル全体で考えて
いかなければいけないことが圧倒的に多い。この広
範囲で関連するステークホルダーがそれぞれの改
革・改善のために意見を出してくる状況となるが、
うまくつなぎ合わせて合意させられなければ、会社
として最適な方向に導くことは困難である。

2点目は、現場に落としてみないと納得感が醸成し
づらいという点である。製造や物流機能などは特に
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デジタル化とコネクテッド化により、サプライチェーンに新たなバリューを生み出す

従来のサプライチェーン デジタルサプライネットワーク （DSN）
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図1　チェーン型からネットワーク型サプライチェーンへの転換
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2点目は、「適切なPoC（概念実証）テーマの選定」
である。上述のようにSCMの取り組みは現場に落
としていくことが求められるので、変化を形にして証
明できるPoCは非常に有用な手段である。ただし、
検証だからということで始めやすいものからスター
トして滞留している事例が多く、デジタルの検証や
導入が目的になっているケースも少なくない。各部
門に「当事者意識」を持たせ、経営者や他部門の協
力を得やすくするためにも、より全社的に注目度が
高いテーマに紐づいた取り組みを選定したい。例え
ば、ある企業では中計の重要取り組み課題に挙がっ
ていた「顧客への対応スピード向上」をテーマとし
て掲げ、その課題解決のためにS&OPのプロセス・
システム導入にチャレンジしたが、経営者含めて会
社全体の関心度が高い中で活動を進めることがで
き、結果として回答スピードを圧倒的に縮め、顧客
満足度も大幅に高めた。

最後は、「内部・外部の混成チームの立ち上げ」を
挙げる。課題でも述べたが、SCMの領域は人事や
会計などと比較しても独自性が強く他社リファレン
スをそのままは活用できないため、自社の知見を入

らえてカスタマイズしていくチャレンジが必須となる
領域である。

デジタルサプライネットワーク構築に 
向けた対応の方向性

では、そのチャレンジを踏まえてDSNプラットフォー
ムを構築していくためにはどんなことに留意すれば
よいだろうか。こちらも重要となる3点を列挙したい。

まず1点目は「顧客への価値提供を意識した目的
やビジョン定義」である。チャレンジの一つとして関
与するステークホルダーが多くなることが一つの特
性と述べたが、まさに関与者や意思決定者が多くな
ればなるほど、最後にすがる錦の御旗が重要になっ
てくる。本編でも「顧客セグメントを武器にできる
SCM」という話が述べられていたが、まさに価値の
提供先を顧客に定めた目的の定義が重要になるの
である。自社の効率化やパフォーマンス改善だと、
大義名分を盾にできず活動をやらない言い訳がで
きやすいため注意が必要である。

想像つくと思うが、いくら案がしっかりしていても、
現場で実際に機能しないと納得感は醸成されない。
例えばスマートファクトリーの話をいくら理屈で話し
ても、実際動いたものを見せないと「自分たちは既
にやっている」という回答がなされ取り組みが始ま
らないケースが多い。また、その現場がより強い意
見を持つのが日本企業の一つの特性でもある。そ
のため、その強い意見を持つ現場に、実際の変化を
見せながら意識改革していくことが一つの大きな
チャレンジになるのである。

最後は、ほかのリファレンスをそのままは活用でき
ないという点である。当然、企業ごとに提供してい
る製品やサービスは異なり千差万別である。特にモ
ノづくりの部分に関しては同一企業の中でも工場の
つくりなどは大きく異なり、それにより物流ネット
ワークも全く異なっているため、汎用的に考えるこ
とが非常に難しい。よく他社との比較を求められて
参考例を提示するのだが、「自分たちとは違うね」
ということで話が止まるケースが多い、まさにその
状況を表している一例であろう。そのため、ほかの
リファレンスを活用しながらも、その企業の特性をと
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れ込むことが必要不可欠である。一方で、自社だけ
で進めると発想が乏しくなり現状の改善となってし
まいやすい側面もある。そのため、外部と内部のリ
ソースをうまく組み合わせた推進体制を構築し、相
互補完できる体制を構築することが重要になる。
SCM部門は固有要件を理由に自前主義にこだわ
る傾向が強いため、意識的にこのバランスに着目す
べきと考える。（図2）

以上、新たなサプライチェーンの形である「DSN」
構築の必要性、および実現の課題や対応の方向性
を考察した。価値提供する顧客を常に念頭に意識し
ながら、経営と現場をつなぎ合わせ、事実に基づい
た迅速な意思決定ができる体制を早期に実現でき
れば、どのような環境下でも競争優位を保つことが
できるであろう。そのためにもSCM機能をコストセ
ンタではなく顧客を知るバリュードライバとしてみな
し、「真のDSN」構築にチャレンジされることを切
に願う。また本レポートがその一助になれば幸いで
ある。

ステークホルダーが多い
コンセプトの合意に時間がかかる

現場が強い
納得感の醸成は現場の合意が必要

リファレンスが活用しづらい
企業の特性を考慮した検討が必要

顧客をベースにした目的・
ビジョンの定義

多くのステークホルダーを
まとめ上げるための錦の御旗となる

目的・ビジョンを定義

適切なPoCテーマの選定

多くの現場関係者を納得させつつ、
経営者も関心があるテーマを選定

内部外部の混成チームの立ち上げ

固有要件から自前主義に走りやすい
SCM機能に刺激を与え続ける

DSN構築の
チャレンジ

対応の方向性

図2　DSN構築のチャレンジと対応の方向性
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技術者や機械学習の専門家で構成された
多様性のあるチームにより、組織内における
AI活用の促進、および高度化を支援する

総体としての強み

MLOpsは、データ管理における説明責任や透明性、
規制やコンプライアンス、倫理などの課題に対応し、
AIのデータとロジックが信頼されることを支援する

ブラックボックスの透明化

DevOpsと同様に、MLOpsは
機械学習モデルの開発と運用を合理化するために、
自動化されたパイプライン管理、プロセス、
ツールを備えている

AI+DEVOPSの原則

MLOps：AIの工業的活用
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なために、新しいMLモデルの実験がうまく進まな
かったり、プロダクトチーム、運用スタッフ、データ
サイエンティストの間のコラボレーションが妨げられ
ている。750人近い企業の責任者を対象とした調
査では、自社の機械学習プログラムが高度であると
考えている人はわずか8％だった。また、新たに開
発されたMLモデルを本番環境に導入する（ビジネ
ス価値を提供できる）には、22％が1ヶ月から3ヶ
月かかると回答し、18％が3ヶ月以上かかると回答
していることから、MLモデルの導入には多大な時
間がかかっていることが分かる2。

その結果、IDCの報告によると、AI・機械学習プロ
ジェクトの28％が失敗している。その主な理由とし
て、必要な専門知識の不足、データの準備不足、統

合開発環境の不足を挙げている3。また、さらに多く
のプロジェクト（47％）が、実験段階から本番環境
に移行することさえできていない4。

多くの組織において、特に優秀な一握りのデータサ
イエンティストは大いに重宝されており、その創造
性を発揮するよう権限を与えられている。一方で、
その開発スタイルが組織にとっては制約となってい
る。一般的に、職人技でカスタマイズされたプロセ
スは器用に設計されている反面、スケーラビリティ
にはかなり乏しい。また、「マシンデータ革命：デー
タが機械を巡る」の章でも触れたように、企業の
データインフラは、迅速で一貫性のある効率的な
MLモデルの開発をサポートできるようには設計さ
れていない。

高度な機械学習（Machine Learning：
ML）モデルは、効率的にパターンや異常
を見つけ、予測と判断を行い、そこから何

らかの洞察を導き出すことに長けている。
Forresterの調査によると、グローバルではデータ
やアナリティクスを用いて意思決定を行う企業の半
数以上が、何らかのAIを導入済み、もしくは導入途
中である1。機械学習とAIが組織全体のパフォーマ
ンスを左右する重要なドライバとなるにつれ、MLモ
デルを開発環境から本番環境、運用保守に効率的
に移行するために、企業は個人に依存しない確立
されたエンジニアリングプロセスに則る必要がある。

機械学習の導入が増えているにも関わらず、多くの
組織では、開発・導入のプロセスがいびつで脆弱

MLOps：AIの工業的活用
エンジニアリングとオペレーションに規律を持たせ、機械学習の開発と運用を拡大する

トレンド4
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アメリカ合衆国国内歳入庁（IRS）のdirector of 
research databasesであるJeff Butlerは、組織
はAIリソースをより効率的に活用するために、文化
的規範、組織構造、ガバナンスを見直す余地がある
という。「AIと機械学習はビジネスのやり方を変える
ことができるが、しかしそれは、組織がAIの活用を
サポートするために組織構造、文化、ガバナンスフ
レームワークを根本的に再構築できる場合に限られ
る」と彼はいう。「IRSにおいてAIをスケールアップ
するということは、モデルをどのように開発・管理
するのか、必要なスキルと人材をどのように獲得す
るのか、加えて納税者に対する説明責任まで、我々
が考え方を変えるということを意味する5」

実際、「Tech Trends 2019」の「人とAIが協働す
る組織」章で言及したように、AIと機械学習をあら
ゆるプロセスとシステムに統合するためには、企業
はそれらを一貫して、かつ大規模に実装できなけれ
ばならない6。AIと機械学習の企業変革による利益
を全社的に享受するためには、これまでのような職
人技に頼ったAIの時代ではなく、自動化、工業化さ

れたプロセスによって洞察を創出する時代へと移り
変わっていかなくてはならない。まさに今、MLOps
（ML CI/CD、ModelOps、ML DevOpsとも呼ば
れる）に踏み出すべきである。開発、実装、運用保
守に至るまで、DevOpsのツールやアプローチを取
り入れることで、機械学習プロセスを工業化し拡大
することが可能になる

MLOpsで開発・導入・ 
管理を最適化する

20年前、ソフトウエアの開発と運用において似たよ
うな課題に直面したことがDevOpsの誕生につな
がった。DevOpsによりアプリケーションの開発、導
入、および管理が標準化、自動化された。その結果、
多くの ITチームにおいてソフトウエアをリリース・管
理する方法が変革され、開発効率、デリバリスケ
ジュール、および品質が大幅に改善した。これから
は、AIにDevOpsを適用する番だ。MLOpsは、
MLモデルの開発・運用を融合、自動化し、モデル

のライフサイクル全体を加速するアプローチである。
MLOpsは、実験プロセスと開発パイプラインを迅
速にトラッキングし、モデル構築の過程全体におい
て質を向上させることで、ビジネス価値創出を推進
する。さらに、本番モデルの監視・保守、ガバナン
ス要件の管理を容易にする。MLOps市場は2025
年までに40億米ドル近くに拡大すると予想されて
いる7。

DevOpsのアプローチでは、ソフトウエア開発の改
善のみならず、ソフトウエア運用の改善にも考慮が
必要である。DevOpsと同様に、MLOpsはモデル
構築の全ステップを合理化する自動化されたパイプ
ライン、プロセス、ツールが特徴である。継続的な
開発、テスト、導入、監視、および再トレーニングを
通じて、MLOpsはチーム間のコラボレーションを
向上させ、開発ライフサイクルを短縮することがで
きる。これにより、モデルの導入・運用保守をより
迅速で、信頼性が高く、効率的なものにすることが
できる。
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自動化、標準化されたプロセスにより、MLOpsは
検証と迅速なデリバリを促進し、企業の機械学習の
工業化を支援する。例えば、優れたデータ構造によっ
て機械がデータを活用しやすくなる新しい技法やア
プローチがある。このような技法やアプローチによっ
て、モデルチューニング（モデルが最も正確な結果
を生成する学習方法のカスタマイズや調整プロセ
ス）を、数日から数時間にまで短縮できる。最適な
プロセスの工業化、製品化、拡大を確実にするため
には、既存プロセスを再評価し、自動化することが
求められる。ここでいう既存プロセスとは、機械学
習の意思決定において核となるデータ、アルゴリズ
ム、モデルを作成、管理、整理するプロセスである。

モデルが本番環境に導入され、より多くのデータが
利用されるようになると、そのパフォーマンスを監視
することで、ビジネス価値を継続的に提供できるよ
うになる。本番環境でのチェックをしないと予期し
ないバグが情報伝達経路に持ち込まれる可能性が
ある。また、モデルのトレーニングや検証に使用さ

れるデータが古くなると、予測精度が低下する可能
性がある。

MLOpsは検証と 
迅速なデリバリを促進し、 
企業の機械学習の工業化を 
支援する。

モデルがパフォーマンス目標を達成できない主な原
因の一つにモデルドリフトと呼ばれる概念がある。
例えば、COVID-19では、パンデミックのはじまり
とともに急速に現れた「ニューノーマル」に対応で
きるほど十分な頻度で需要計画モデルを更新でき
なかったため、多くのサプライチェーンに混乱が生
じた。「サプライチェーンの寸断」の章で説明したよ
うに、多くの企業では供給が多すぎるか少なすぎる
かのどちらかであった。その理由の大部分は、ほぼ

一夜にして時代遅れになったデータや仮定に基づい
て需要計画モデルが運用されていたためである。

MLOpsは、AIモデルと進化するビジネスデータや
顧客データとの整合性を維持するプロセスを標準
化することで、モデルのパフォーマンスやモデルドリ
フトによる予測誤りの監視を強化する。機械学習専
門家は、本番環境のモデルを監視することで、展開
規模に伴い動作やモデルがどのように変化するかを
観察し、再トレーニングや交換が必要であるかを判
断することができる。この計画と監視の結果、モデ
ルドリフトが減少し、開発と展開の柔軟性、スピード
が向上する。
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開発の焦点が 
エクセプショナリズムから 
プロフェッショナリズムへ 
シフトする

DevOpsの規律を機械学習に持ち込むことは、モ
デルの開発と展開を拡大するために役立つが、同
時に大きなスキルギャップにも対応しなければなら
ない。最近のデロイト グローバル（デロイト）の調
査では、調査対象となったエグゼクティブの68％が、
組織のスキルギャップを「中程度～最も高い」と表
現し、内27％が「高い」または「最も高い」と評価
している8。

一般的に企業は、複雑なMLモデルの開発およびテ
スト、本番環境への実装において、高度なスキルを
持つ少数のデータサイエンティストやアナリストに依
存している。適切な機械学習のアプローチ決定、モ
デルの開発、プロトタイプの作成、モデルの予測精

度確保に関する統計分析の専門知識・経験を備え
ているデータサイエンティストには高い需要がある。

しかし、少数のスペシャリストに依存することは、主
にスケーラビリティと再現性に限界がある。データ
のプロフェッショナルは通常、教育、経験、個人的
な嗜好に基づいた独自のモデル開発と実装のワー
クフローを好む傾向がある。こうした専門家は、往々
にして自身の好みに応じたデータ抽出方法でモデ
ルを構築する。しかし、このような方法では、後に実
際の大規模なデータで本番環境に導入する際に、
データの再作成に多大な労力が必要となる。機械
学習が企業に浸透するにつれ、開発のレジリエンス
改善、生産のボトルネック削減、機械学習プロジェ
クトの範囲拡大のため、よりスケーラブルかつ効率
的で、高速なアプローチが必要になる。

データ管理、モデルの実装、実装後の監視と管理な
どを支援するために、テクノロジーや機械学習に詳
しいマルチタレントな機械学習専門家によるサポー
トチームが必要である。MLOpsは拡大する開発
チームと生産チーム間のコミュニケーションを促進

する。加えて、MLOpsはDevOpsのように、密に
コラボレーションするアプローチであり、幅広く大規
模な専門家チームがより効率的に協力し、標準化さ
れた方法でより多くの成果を上げることを可能にす
る。自動機械学習ツール（AutoML）は、データサ
イエンティストがさまざまなモデルやバリエーション
を迅速にテストできるよう支援することで、モデル開
発を加速することができる。

こうした新しいプレイヤは、データサイエンティスト
による作成物のテストや微調整、本番環境へのモデ
ルの実装および管理、セキュリティとガバナンスに
関連する問題への対処、時代遅れのデータインフラ
に起因するAIと機械学習イニシアティブへの障壁を
打破することを支援してくれる。データエンジニアや
技術者は、MLOpsを活用することで、AIチームの
焦点をモデル構築から運用化へと発展させることが
できる。また、希少なデータサイエンティストの負担
を軽くすることによって、新しいチームメンバもパ
フォーマンスを発揮し、開発から運用まで全体の品
質向上につなげることができる。
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MLOpsは、データ利用に 
関連する新たな課題への 
対応を手助けする
DevOpsとMLOpsには多くの類似点があるにも
関わらず、機械学習は、説明責任と透明性、規制と
コンプライアンス、AI倫理など、ソフトウエア開発プ
ロセスでは一般的には直面しない複雑なデータ関
連の課題を生み出している。

例えば、MLモデルは多くの場合、医学的診断、ロー
ン申請、裁判での判決、およびそのほかの重要な事
柄に関する決定を促す予測を行っている。これらの
決定が行われた方法とその理由を明らかにするに
は、モデルとアルゴリズムの透明性が必要である。
また、トレーニングデータセットと本番データセット
の両方に関連するプライバシーと同意の問題が生じ
る場合もある。そして、機械学習システムでは機密
性の高い個人情報が利用されることが多いため、

HIPAA（Health Insurance Portability and 
Accountability Act）、PCI（Payment Card 
Industry）、GDPR（General Data Protection 
Regulation）などのコンプライアンス基準を満たす
データ保護がさらに必要となる場合がある。もう一
つの課題として、社会的偏見を増幅させるようなバ
イアスのかかったデータを使用する可能性がある。
これは、明白な場合もあるが、暗黙的な場合もある。
また、バイアスのないデータによるモデル再構築だ
けでは十分ではない。なぜなら、開発者はアルゴリ
ズムやモデルに意図せず独自のバイアスを組み込め
るからである。

MLOpsは、基本要件である説明責任を推進できる
ようなプログラムレベルのガイドラインを確立、強化
することで、組織がこのようなジレンマを管理する
際に役立ってくれる。堅牢なMLOpsフレームワー
ク内では、開発チームと導入チームが、ガバナンス
とコンプライアンスのプロトコル、プライバシー、セ
キュリティに関する規制を遵守することが容易にな
る。同様に、プログラムによるトレーサビリティの基

準は、モデルの透明性および一定の公平性がモデ
ルの設計と実装において標準的な要素であること
を確認するのに役立つ。MLOpsツールは、データ
がどのように使用されているか、モデルがいつ配置、
再調整されたか、誰によって変更されたか、変更さ
れた理由は何かといった情報を自動的に記録、保
存できる。

もう一つの課題は、 
社会的偏見を増幅させる 
バイアスのかかった 
データを利用する 
可能性である。
MLOpsが活用されていなければ、外部からの照会
に応じてデータを適切に利用し、取り扱われている
ことを証明するのは極めて難しい。
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モデルの開発と導入が標準化、自動化され、チーム
としての活動になると、プロセス全体に関して説明
責任が生じることになる。よって、説明責任はプロ
セスレベルで行わなければならないことになり、外
部からの監査に対応することや、説明責任を果たす
ことのできるAIの開発に必要なベースラインをクリ
アする必要がある。機械学習のブラックボックスを
開放しない限り、ステークホルダーが意思決定の基
盤となるデータやロジックをより簡単に解釈し、理
解し、信頼できるような透明性は生まれない。

進むべき道
企業がAIの開発能力を数十から数百あるいは数千
のMLモデルに拡大しようとするとき、DevOpsがソ
フトウエア開発にもたらしたものと同様に、開発と
運用の規律による恩恵を受けることができる。
MLOpsは、手動の非効率的なワークフローを自動
化し、モデル構築と管理の全ステップを合理化する
のに役立つ。しかしながら、組織はまた、高度なス
キルを持つデータサイエンティストの能力を補完す

る新しい才能をAIチームに注入し、チームの焦点を
モデル構築から運用化にさらに拡げる必要がある
だろう。MLOpsのツールとプロセスを備えることで、
こうしたAIチームは、説明責任と透明性、規制とコ
ンプライアンス、AI倫理、そして機械主導の意思決
定のためのデータの管理と組織化に関連する課題
に、よりうまく対処できるようになるだろう。さらに、
このアプローチは、データサイエンティストがコア技
術を超えた新しいAI技術の実験と革新に集中する
ことを可能にし、機械学習イニシアティブを拡大す
るだけでなく、技術変化に直面したときに運用面で
より弾力的で機敏になることを可能にする。
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AI研究の次の波

アメリカ海洋大気庁（NOAA）の研究者たちは、AIと機械学習をさら
に活用することで、環境への理解を深め、人命救助の可能性を高め
ることができると予測している。環境衛星の広範なネットワークと、リ
アルタイムの気象、気候、海洋データを収集する観測システムにより、
現在、連邦政府機関は地球、海、大気の観測結果にAIを利用して、
天気予報の精度の向上や海洋哺乳類と魚の個体数の監視、そのほか
多くのアプリケーションの支援も行っている。

NOAAは、すべてのミッションにおいてAIと機械学習を活用するため、
機関全体でAIの開発と活用の効率化、および整合性担保に取り組み
始めた。歴史的に、NOAAの科学者たちはAIの構想とMLモデルに
独自に取り組んできた経緯があり、ある特定のプロジェクトに対し、
どのようにAIを活用するかについて、それぞれの研究者が異なる考
えを持っている。その結果、各研究所や部門が、AI活用においてそれ
ぞれ異なる成熟段階となっている。

NOAAの国家環境衛星データ情報サービスの研究部門である衛星応
用研究センターの戦略的イニシアティブの主任研究員であるSid-

Ahmed Boukabaraは「真に変革をもたらす製品を作るためには、
政府機関全体で一貫性のある、共通化されたAIへのアプローチが必
要である。機関全体のAIの開発と活用の効率性、有効性、整合性の
向上により、我々はNOAAのすべてのミッションに対し、AIの適用を
劇的に拡大することを目指している」と述べている9。

NOAAは、5つの戦略目標の達成に焦点を当てた大胆な戦略を策定
した 10。その一つである仮想AIセンターの設立は、組織内でベストプ
ラクティスを共有し、AIの取り組みを必要に応じて統合することを可
能にする。NOAA AIセンターは、大統領の最新の予算申請から提案
され、連邦議会でも議論された。

研究所や部門の成熟度に関わらず、NOAA AIセンターは科学者や研
究者と協力して、AIプロジェクトの企画から運用までを効果的に移行
させることを目指している。具体的には、気象予報など特定の分野を
対象とした小規模な実証プロジェクトを拡大し、大規模なプロジェク
トの裏付けとする。NOAAのAI戦略のもう一つの目的は、NOAAの
活動に必要なAIの利用を促進するためにパートナーシップを強化し、
拡大することである11。

最前線からの 
学び
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パートナーシップとAI研究の協調に加えて、NOAA 
AIセンターは、NOAAのデータをAIに対応させる
ことで、政府機関や一般の人々の利用を可能とし、
MLアルゴリズム開発、AIラベリング、アプリケーショ
ン開発、情報交換、AIへの一般的な理解の醸成と
従業員教育を促進することが期待されている。
NOAAの研究所や部門に送り込まれたAIセンター
の技術専門家は、研究者に対してアイデアを実現す
るためのノウハウ、ツール、支援を提供する。
Boukabaraは「我々は、科学者の創造性を抑制し
ないことを前提に、彼らが限られた人的資源をうま
く有効活用し、必要に応じてAIの利用を促進できる
ように手助けしている。科学的な観点で適切な最新
の機械学習技術を効率的に活用することで、機関
全体に知識を共有し、すべてのNOAAの組織に利
益をもたらすことができる」と述べている。

金融サービスにおける 
数千のモデルへの拡張

金融サービス企業のMorgan Stanleyでは、不正
の検出と防止、営業とマーケティングの自動化、
パーソナライズされた資産管理などを目的として、
AIと機械学習の技術を利用している。正確なモデ
ルによって人間の洞察を補完するため、何十年分も
のデータを利用している。これらのAI活用の経験か
ら、同社はAIと機械学習を設定するために
MLOpsの仕組みを活用している12。

Morgan StanleyのWealth Management 
Technology部門で分析と機械学習の活用を統括
するShailesh Gavankarは「モデルを数百規模か
ら数千規模に拡張可能であることが必要だ。デー
タサイエンティストやデータアナリストが共同作業
やデータ共有を行えない孤立した状態で作業して
いる限り、すべての作業を手動で行うことには限界
がある」と述べている。

現在、同社ではデータの管理、MLモデルの開発、
展開、監視に共通のプラットフォームを使用してい
る。開発から本番環境へのモデルの取り込みを容易
にする手法として、モデルを構築してテストするため
に、本番システムで使用されるデータのコピーを取
り込んだ集約型のデータレイクにアクセス可能なサ
ンドボックスを作成した。

開発環境では、実務を行うデータサイエンティスト
とビジネスアナリスト、そしてデータエンジニアが、
ほぼリアルタイムに同期された同じデータにアクセ
ス可能であり、MLモデルの構築、プロトタイプの作
成、テスト、配信を効率的かつ共同で行うことがで
きる。高度な技術によって個人情報が保護されるた
め、チームは機密情報を公開することなく洞察を得
ることができる。Gavankarは「我々のAIプラクティ
スでは、データの正確さとプライバシーの保護を前
提にプロセスが構築されている。トレーニングシス
テムに最高の基準を適用することで、データコンプ
ライアンスと規制要件を確実に満たすことができる」
と述べている。
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モデルの統制、透明性と説明責任のために、独立し
たモデルリスクマネジメントチームが社内に設置さ
れた。チームはトレーディングに関するモデルの実
装に長年の経験を持っており、MLモデルが本番運
用される前にリスクを評価し、品質を担保している。
また、モデルの精度評価や、バイアスまたは意図し
ない結果の原因特定のほか、モデルにずれが生じ
た場合のモニタリングと対策、さらにはデータ系統
の確認も行っている。

Morgan Stanley Wealth Managementでは、
AIプラクティスの成熟に伴い、リスク管理プロセス
をさらに自動化し、開発環境と本番環境を統合する
ことで、AIを実業務で活用できるようにするまでの
スピードを継続的に改善している。「MLOpsのツー
ルとプロセスによりモデルをより効率的に運用でき
るようになる。本番移行されたモデルを増やし、AI
を最大限活用することで、意思決定の精度を高める
ことができるだろう」とGavankarはいう。

モデルの開発と実装の 
ワンストップショップ

AIと機械学習がヘルスケア業界を変革する中、医
療保険会社Anthemは、顧客対応AIアプリケー
ションで業界をリードしており、AIを活用したビジネ
スプロセス変革を進めている。約2年前、同社は請
求管理を合理化するためにAI活用に着手した。そ
の一環として、企業全体のモデル開発と実装を統合
するプラットフォームを構築した。

まず、Anthemは請求データパターンの特定、処理
に対する予測、エラーの特定と修正ができるMLモ
デルの構築を行った。このモデルが業務で成果を上
げたことをきっかけに、拡大の必要性を認識した。
「ビジネスで結果が出るにつれ、機械学習をより効
率的に開発・運用するインフラの必要性を認識し、
Anthem全体のAI・機械学習ソリューションに向
けたプラットフォームの構築に取り掛かった」と、エ
ンタープライズデータサイエンスのシニアディレク
ターであるHarsha Arcotは述べる13。

同社は統合開発環境とend-to-endのプラット
フォームを構築し、開発者とデータサイエンティスト
がトレーニングデータの準備と保管、モデルの構築
と検証、実装を行うためのワンストップショップを提
供している。フィードバックの仕組みによって、モデ
ルは継続的に学習・改善しながら、別のプラット
フォームが本番モデルのパフォーマンスをモニタリン
グする。

また、7つの異なるシステムのデータを一つのリポ
ジトリに統合する取り組みも行い、モデルの構築、
トレーニングと運用のためのデータ検索を効率的に
した。

さらに、ほかのユースケースでも活用できるように
モデルを複製する柔軟性も実現した。例えば、エン
タープライズ向けに請求システムが構築済であれば、
コンシューマー向けにも容易に複製および実装が
できる。「これは、各ユースケース毎にモデルをゼロ
から開発するよりもはるかに効率的である」と
Arcotはいう。
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Anthemは、このプラットフォームを用いて、事前承
認申請処理の高速化、重複申請の自動却下、医療
処置の事前承認要否判断など、さまざまな用途向
けにモデルを開発した。以前は、申請内容を審査す
る担当者や臨床医が、すべての申請を手作業で確
認、処理する必要があった。

「プラットフォームを開発する前は非常にシンプルな
モデルの導入に6ヶ月を要していたが、現在はより
複雑なモデルを半分の期間で導入できるようになっ
ている」とArcotはいう。
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機械学習は黄金時代を 
迎えつつあり、あらゆる顧客層で 
導入が進んでいる。

これまで周辺技術と考えられていた機械学習は、世界中の多くのビジネス戦
略の中核となりつつある。例えば、医療、農業、フィンテック、メディア、エンター
テインメントなど、機械学習は多くの業界における大きな可能性を秘めた技術
となっている。クラウドの活用により、高いコンピューティング能力、豊富なス
トレージ容量、使いやすいAIツールが利用可能となり、AIと機械学習の標準
化が急速に進んでいる。しかし、企業が多くのMLモデルを構築し、機械学習
をビジネス戦略に不可欠な要素とするには、個々の事業分野におけるAIのス
キルギャップに対処し、機械学習プラクティスを適用する必要がある。また、
データ戦略の最適化やガバナンスにおける課題解決、モデル作成の合理化も
求められる。これらの課題に対する見解を以下に述べる。

私の見解

Swami Sivasubramanian 
Vice president, Amazon
Machine Learning, AWS
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に解決することが可能となる。このような協力体制
なしには、顧客に価値のあるソリューションの構築
は困難である。

ステークホルダーは 
AIの基本を理解することで、 
機械学習を活用した 
ビジネスケースの開発や、 
顧客とビジネスにとって 
重要な機械学習 
ソリューションの開発に 
おいて、協力的な活動が 
できるようになる。

機械学習の導入においては、データが最大の課題
となることが多い。我々の経験上、MLモデルの構
築に費やされる時間の半分以上が、データの整理、
クレンジング、および前処理によるものである。デー
タ戦略を疎かにすると、機械学習の担当者は新しい
アルゴリズムの発明に注力できず、データの整理・
管理に膨大な時間を費やすこととなってしまう。特
に、データ品質とモデルの統制の不足は、AIの普及
における主要課題である。データが濫用されること
への懸念から、多くのビジネス部門ではデータを
個々に保管しており、ほかの部門と共有することに
消極的である。データガバナンスによって、ビジネス
パートナーは自分たちのデータが適切に使用される
ことに確信を持つことができれば、データの共有が
促進され、より正確なモデル生成につながるだろう。
同様に、モデルの統制とモニタリングプロセスは、
モデル生成後も精度を維持するのに役立つ。また、
自動監視ツールを用いることで、モデルがどのよう
に変化しているかを開発者にフィードバックし、モデ
ルの再学習や再調整の必要性をアラートすることも
できる。

まず、AI導入の最も大きな障壁の一つである、世界
的なAI技術者不足への対処が不可欠である。エン
ジニアリングから製品チームに至るまで、ビジネス
ライン全体にわたって、AIと機械学習の概念とツー
ルを幅広く理解した上でビジネスチャンスを特定し、
顧客とステークホルダーに提供可能な価値を理解
する必要がある。Amazonでは、2 0 1 4年に
Machine Learning Universityを設立し、このス
キルギャップに対処した 14。Machine Learning 
Universityは誰もが利用可能であり、AI専門家の
スキル向上や、プロダクトマネジャー、プログラムマ
ネジャーや、そのほかの初心者がAIと機械学習の
基礎を学習する機会を提供している。

ステークホルダーはAIの基本を理解することで、機
械学習を活用したビジネスケースの開発や、顧客と
ビジネスにとって重要な機械学習ソリューションの
開発において、協力的な活動ができるようになる。
データサイエンティストとステークホルダーが協力
することで、AIを活用したビジネス上の課題を円滑
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Amazon TranscribeのようなクラウドAI APIや、
Contact Lens for Amazon Connectのような
パッケージAI製品を適用することで容易に実現で
きる。

これらの課題に対処できれば、AIの工業化を企業
全体に拡大することができるだろう。また、効率的
に機械学習をビジネスプロセスに組み込み、新しい
製品やサービスに組み込むこともできるだろう。

さらに、データ管理方針の整備は、データサイエン
ティストのスキル・時間の有効活用につながる。時
間のかかるデータ管理タスクを自動化することで、
データサイエンティストはアルゴリズム開発やモデル
構築など、専門領域に集中できるようになる。デー
タのクラス分けやアクセス制御プロセスの合理化に
より、データガバナンスの強化も実現できる。

最後に、企業が機械学習施策を広く導入するにあ
たっては、開発担当者が、基本的だが負荷の高い機
械学習環境の構築に惑わされず、ビジネスにとって
有意義なことに注力することが重要である。モデル
作成を合理化することで、企業は人材などのリソー
スをより有効に活用できる。例えば、モデル開発、実
装、管理などの差別化につながりづらい作業が増え
ると、ビジネス課題解決や、顧客向けソリューション
開発などの重要な業務にリソースを割きにくくなる。
多くの企業にとっては、Amazon SageMakerのよ
うな既存のプラットフォームやツールを活用すること
で、モデル作成プロセスが迅速かつシンプルになり、
リソースを重要業務に充てることができるだろう。同
様に、コールセンタの自動音声認識モデルの構築も、
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ストラテジー
各業界で機械学習の採用が拡大する中、CEO
（特に低成長分野で事業を展開する企業の

CEO）は、機械学習を利用して市場シェアを拡大し、コス
トを削減する方法を模索している。CEOは、収益を上げ
るためにAI・機械学習を適用するビジョンについて、CIO
や ITチームに話したいと考えているだろう。例えば1株当
たり利益を10円上昇させたいなら、CEOは、何が実現
可能で、どこに投資が必要かを理解することに優先的に
時間を費やすべきである。同様に、リーダーがAI・機械
学習の人材を採用する場合、テクノロジーがいつ、どのよ
うに人間の意思決定を支援すべきか、新しいチームに対
して明確に指示する必要がある。

ファイナンス
より迅速に適切な意思決定を行い、より優れ
た需要予測モデルを開発することがますます

求められている。それに伴い、ファイナンスのリーダーたち
は、組織が大規模な機械学習を必要としていることを急速
に認識し始めている。テクノロジーの速度と精度が指数関
数的に向上していくことを想定すると、マシンベースの意思
決定にかかる将来的なコストは、拡張することができない
人間の意思決定の数分の1になるだろう。実際、デロイトの
「State of AI」調査によると、既に67％の経営層が機械学
習を利用して会計上の調整の高速化や、見越し計上の正
確性の向上といった効率化を実現している15。組織として
このような変化に備えるには、CFOとしてテクノロジーに
精通するか、財務計画や分析のサービスを購入するかの選
択が考えられる。その対応をデータ担当者が行うにせよ、
ファイナンスのリーダー自身が行うにせよ、アナリストや株
主に対する定期的な情報提供を行う上でマシンドリブンに
よる洞察を活用する日は近いだろう。

リスク
機械学習の導入は急速に拡大しており、アル
ゴリズムを活用した組織上の重要な意思決定

を可能にしている。しかし、信頼性は依然として課題である。
人間がバイアスを受けやすいことは疑いようがないが、メ
ディアや一般市民は、MLモデルによるアウトプットや、マシ
ンそのものが持つバイアスに注目しがちである16。CROは、
CIO、CDO、そのほかの ITリーダーと協業し、潜在的なブ
ランドリスクを予測し、先回りして回避する施策を提案する
ことができるだろう。またCROは、AIと機械学習のアルゴ
リズムを使い目的に合致する意思決定を行うことで、組織
に対する外部からの信頼を維持するだけでなく、AI・機械
学習に関するリスクを競争上の差別化要因として活用する
ことができるだろう。

今後の展望
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2

3

1 現時点、さらには2年後のAI活用に
向けたスキル・組織の準備は
できているか。

機械学習モデルを市場投入するまでの
期間をどのように短縮するか。
また、機械学習モデルを本番運用の
中でどのように改善するか。

統制、説明責任、透明性をどのように
改善するか。また、開発者とデータの
バイアスを軽減するためにどのような
予防措置を取れるか。そして、どのように 
機密情報保護を強化できるか。

さあ、
はじめよう

要点
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日本のコンサルタントの見解

AI・機械学習の日本企業における 
利活用状況および障壁とは

本編に記載の通り、海外の幅広い産業・企業にお
いてAI・機械学習の利活用は始まっているが、日本
企業の利活用状況はどうだろうか。デロイトの「AI
ガバナンス サーベイ2019」の調査結果によると、
日本企業では全体の半数以上がAIの利活用を開始
しているものの、その半数以上がPoC（概念実証）
まで到達できていないことが分かる（図1）。AIを利
活用できていない理由については「PoCを企画する
人材がいない」が42％で最も多く、「活用すべきシー
ンが思いつかない」が39％で次に多い結果となっ
ている。また、PoCから本番運用にまで達すること
ができなかった理由に関しては、「システム化や本
番運用する体制・人材が準備できない」が51％で
最も多く、「PoCで目標としていた予測精度が達成
できない」が47％で次に多い結果となり、運用人

材についても不足していることが分かる。

人材不足に関してはすぐに解決を図ることは困難で
あるため、いかに数少ないAI・機械学習のケイパビ
リティを持った人材を中心に体制を組み、AI・機械

学習利活用のオペレーションを回せるかが肝といえ
る。MLOpsは当問題の解決策の一手となるのか、
その仕組みや期待効果をデロイトの方法論やベスト
プラクティス、日本企業での成功事例を参考に考え
ていきたい。

図1. AI利活用のフェーズ別の到達割合

100%

0%

到達フェーズ

回
答
者
の
割
合

56%

26%
19%

16%

利活用開始／
利活用している PoC実施 本番運用実施 ビジネス目的

達成全体
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MLOpsの狙いと効果

これらの課題を解消するべく、MLアプリケーション
開発にDevOpsの概念を取り入れることで、MLア
プリケーション開発・運用の効率化、自動化を実現
するのがMLOpsである。MLOpsの概念を導入す
ると、特にエンジニアリングの観点で自動化が実現
されることになり、コードの管理、動作環境の管理、
テスト、モデルのパッケージ化（実装）などに掛かる

時間が短縮され、生産性の向上や再現性の高い開
発環境を実現することが可能になる。DevOpsに
関する最近のレポートによると、DevOpsを採用し
ている組織では、DevOpsを採用していない組織に
比べて、実装の頻度が46倍高く、バグの数が96分
の1と少なかった 3。

MLOpsの概念を導入することで新しいモデルの導入
決定から本番環境で利用できるようになるまでの期

MLモデルの開発・運用における課題

MLOpsは、AI・機械学習のライフサイクル合理化
および自動化を実現する仕組みといえる。機械学習
の開発チームと運用チームがコラボレーションする
ことで、MLモデルの開発から運用まで一連のライ
フサイクルに関わる人、プロセス、テクノロジーを統
合している。

従来のMLモデルでは図2に示す通り、モデル開発
をデータサイエンティストとデータエンジニアが行い
モデルのデプロイや運用をソフトウエアエンジニア
が実施している。しかしながら、MLモデル生成や本
番リリース後の難易度が高いことに加え、上記のよ
うなデータサイエンティスト、データエンジニア、ソフ
トウエアエンジニアの3者がMLモデルの開発を想
定していない従来の業務の延長線上で開発と運用
を推進していくため、一つのモデルを生成して本番
運用を開始するまでに多くの時間を要するといった
課題が生じていた。

図2. MLモデルの開発と運用

データ収集・
前処理

モデル生成・
トレーニング モデル評価 モデル

デプロイ
モデルの監視
（運用管理） モデルの更新目的設定

開発するモデルの
目的設定

生データの収集・
各種データの整形
（クリーニング）

MLモデルの生成、
準備したデータで
トレーニング

モデルの品質を
評価し、

デプロイ可能な
状態を確認

モデルを本番
環境に配置し、
サービスを提供

モデルの予測性能を
モニタリング

モデルの監視から
得られた気付きを
反映、改善

セキュリティ
ガバナンス

MLモデルの開発 MLモデルの運用

データサイエンティスト

ソフトウェアエンジニア

データエンジニア

データサイエンティスト

データエンジニア
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間短縮や、運用中モデルの再訓練を継続的に実施す
ることができ、ビジネスへの貢献度が大きく向上する
ことが期待できる。また、MLモデル開発の自動化に
伴い、開発・運用の負荷が削減される。これにより、
データサイエンティストはモデルの精度向上や評価に、
データエンジニアはデータの解析に、ソフトウエアエ
ンジニアは開発に時間を割くことができるようになり、
全体としての品質向上につなげることが可能になる。

冒頭の日本企業における課題感を踏まえると、
MLOps導入の価値は非常に大きいといえる。生産性
を向上させ、継続的にAI/MLモデルの精度を高く保
つことが可能になる。特に新型コロナウィルスの影響
で外的環境や行動様式の変化が激しい現在の状況下
では、モデルの精度をいかにして保つかは重要課題と
いえる。とはいえ、開発や運用、ビジネスなどの各組
織が縦割りになりがちで、組織間で十分なコミュニ
ケーションが図られていない企業が多い日本において、
DevOpsの導入さえも未だ検討段階の中、MLOps
の仕組みを導入するのは一筋縄では行かないといえ
る。ではどのような備えや構えが必要になるのか、日
本企業の成功事例を踏まえて、考えていきたい。

図3. MLモデルの開発・運用における課題

Collaboration

Deployment

Monitoring

Model Management

AIベースのアプリケーションは、パフォーマンスを維持し、データの変化に適応するために頻
繁な更新を必要とする傾向がある。しかし、AI・機械学習の「バージョン管理」は通常のソフト
ウェアよりもはるかに複雑である。コードだけでなく、モデルのトレーニング、テスト、検証に
使用されるデータセットやその他の様々なパラメーターのバージョン管理も必要になる。

MLモデルのパフォーマンスや精度は、時間の経過とともに低下する傾向がある。例えば、 季
節性や個人の好みの変化によるデータの変化は、商品販売予測モデルの性能を低下させる
可能性がある。メモリー使用量や応答時間等の従来のパフォーマンス指標は、MLモデルの
性能低下の影響を受けないため、従来の監視ツールでは実態を捉えることができない。

データサイエンティストは、本番アプリケーションの要件と互換性が無い様々な言語、ツー
ル、フレームワークを使用することがある。例えば、PythonやR言語で作成されたMLモデル
は、C++やJava等の言語を利用している開発チームによってコード化されるケースが多々あ
る。そのため、言語の違いによるエラーが発生する可能性があり、リリース前の再テストと検
証で数ヶ月を要してしまう場合がある。

データサイエンティスト、データエンジニア、ソフトウェアエンジニアは、サイロで作業するこ
とが多く、チーム間でコラボレーションしていないことが多い。最近の調査では、回答者の約
80%が AIプロジェクトが停滞している主な要因として、データサイエンスチームとエンジニ
アリングチームのコラボレーション不足を挙げている。
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企業も出始めている。

スマートフォンから誰でも簡単に売り買いができるフ
リーマーケットアプリケーションの「メルカリ」では
MLOpsが採用されている。当初は「画像による出

品」というお客様体験を提供するべく、出品時の作
業効率向上を目的に、画像認識機能の開発を機械
学習で実施したところから始まっている。メルカリで
は、出品時の商品画像から商品名、カテゴリー、ブ
ランド、色などを自動認識している。ポイントは、
MLOpsベースの分析基盤を構築することで、自動
でAIによるレコメンドロジック（閲覧者の嗜好に応
じて表示する商品を変えるようなロジック）を再学
習させた点にあり、フレームワークなどを標準化し
て全社的にも利用できるように推進している。さら
には、機械学習システムの設計パターン（デザイン
パターン）を作り、Webサイトで公開している。機
械学習とシステム開発の両方のスキルや経験を持
ち合わせたメンバが少ないことを前提に、社内ナ
レッジをうまく蓄積する仕組みを整備することで、新
規サービスを迅速に提供することを可能にしている
事例といえる。

料理レシピ動画サービス「クラシル」を提供する
dely株式会社は、ユーザに対してより的確な動画
レシピを提案できるようMLOpsを導入している。す
べてのユーザに共通のレシピを提案するのではなく、

日本企業におけるMLOps成功事例

まだ本稿を執筆している段階では、MLOpsは日本
企業で浸透しているとはいえない状況だが、すでに
一部ではMLOpsを積極的に採用し成功している

図4. MLOpsの構成要素

モデルのパッケージ化と導入
さまざまな言語を使用して構築されたモデルの導入を、
クラウド・オンプレミス問わず大規模にシンプル化

モデルのバージョン管理
・モデルのバージョン変更を通知
・モデルのバージョン履歴を表示
・動作中のモデルの複数のバージョンをサポート
・古いモデルが使用されていないことを確認

モデルの監視と管理
しきい値とベンチマークに対するモデル
パフォーマンスのさまざまな測定値を
継続的に追跡し、再トレーニングのニーズを特定

モデルガバナンス
・モデルのアクセス制御
・モデルの機能に関する透明性を提供する監査証跡
・モデルの使用に関するその他の規制
・コンプライアンスのニーズを満たす機能

モデルセキュリティ
モデルがサイバー攻撃にさらされたり、
権限のないユーザによる不適切な
アクセスから保護されることを保証

モデルのディスカバリー
ツールエコシステム内で作成された
モデルのモデルレジストリやカタログの
ほか、利用可能モデル（内製または
サードパーティ製）の検索ができる
モデルマーケットプレイスを提供

MLパイプライン開発
データ準備、モデルトレーニング、および
モデル評価のために反復かつ再利用可能な
ステップをユーザが定義
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各ユーザの好みに基づいてパーソナライズされたレ
シピの提案を実現し、ユーザのクリックスルー率が
15％向上した。パーソナライズされたレシピの提案
と一言で言っても、ユーザの嗜好性、家族構成、ラ
イフスタイル、季節、気温、行事イベント、難易度、
作るために必要な時間など、考慮すべき点が非常
に多く存在する。同社では、ユーザの行動（どのレ
シピをよく視聴したのか、どのくらいの時間視聴した
のか、何件お気に入りをしたのか等）から特性を抽
出・分類し、分類ごとにレコメンドするレシピを提
案する仕組みを取っている。非常に多くのデータを
インプットにMLモデルをトレーニングすることで、
ユーザへの価値提供につなげている事例といえる。

株式会社ディー・エヌ・エーが提供するタクシー配
車アプリケーション「MOV」のタクシー乗務員向け
サービス「お客様探索ナビ」においてもMLOpsが
利用されている。タクシー乗務員の給料は歩合制で
あるが、収入は個人の経験とスキルに依存し、生産
性に約2倍の差が出ていた。「お客様探索ナビ」サー
ビスは、運行中のタクシー車両から収集するプロー
ブデータ（自動車が走行した位置や車速などの情

報を用いて生成された道路交通情報 )を解析し、
カーナビゲーションのように乗務員をリアルタイム
かつ個別にお客様が待つ通りまで誘導することを実
現している。本サービスを利用している乗務員から
は、営業収入の向上や納得感のあるルールが提示
されるなど、高い評価を得ている。また、商用化に
あたり5回の実証実験を実施し、AI/MLモデルの再
訓練を実施していることが本事例の特徴といえる。

MLOps導入における成功要因とは

前述の日本企業の成功事例を踏まえると、MLOps
導入を成功させるには、いかにして継続的にAI/ML
モデルを再訓練できるか、つまり再訓練できるデー
タを整備・供給し続けられるかが重要といえる。デ
ロイト インサイトによると、海外企業において競争
力を高めるために取り組んでいるAIイニシアティブ
の調査結果（図5参照）として、「データインフラの
モダナイゼーション」がトップに立っているが、最近
の調査で分かっているのは、AIを採用する組織の少
なくとも40％が、さまざまな利活用データに関して
成熟度が「低い」または「中程度」のレベルにとど

まっているということである。つまり、プラットフォー
ムに乗せるデータの鮮度や精度が悪いと、AI/MLモ
デルの品質低下を招くため、データ整備・ガバナン
スの確立が急務であると言及しているのである。外
部のクラウドサービスを活用してAI・機械学習の開
発・運用環境を導入する際においても、データ統合
の課題に直面するケースや、外部のデータソースに
アクセスするため、別のシステム・環境上に存在す
るデータとのマージが必要になり、作業負荷に加え、
データ保護の観点でも問題が生じるケースがある。
MLOps導入に向けては、自社の有用なデータが外
部に流出しないよう保護・配置する規程の策定や、
異常値や欠損、不備のあるデータを精査する体制・
プロセスを整備することが重要であり、それが実現
することで継続的にモデルの再訓練が可能になるの
ではないだろうか。

最後に

機械学習の言葉自体は古くから存在し、AIの研究
でも使われ、筆者も約20年前になるが機械学習の
手 法として遺 伝 的アルゴリズム（Genetic 
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Algorithm）を使用して最適化問題を解く研究をし
ていたことがある。ここで重要なのは最適化手法も
そうだが、解くべき対象の問題構造、つまり問題の
モデルそのものが実態の構造を正しく表していなけ
れば最適解も導くことはできない。この点において、
実問題への機械学習適用において筆者も非常に苦
しめられた経験がある。本編で取り上げたMLOps
は、そのようなモデルの精度劣化を抑えられるとい
う点において、非常に画期的かつ効果的であり、よ
り高度な課題に対してAI・機械学習の利活用が進
むことを期待したい。

参考文献
1. デロイト トーマツ グループ , AIの利活用とガバナン
スに関する調査レポート , 2020年1月24日

2. Deloitte Insights, Data management barriers 
to AI success, 2020年8月7日

3. Scaled Agile, Inc., "DevOps and Release on 
Demand," 2018年10月25日更新

図5. 競争力を高めるために取り組んでいるAIイニシアティブ

企業はAIイニシアチブにより、データマネジメントをナビゲートする
企業の競争力を強化するために最も必要なAIイニシアチブとは

AI活用に向けたデータインフラの
モダナイゼーション

最新で最適な
AIテクノロジーの活用

クラウドベースのAIサービス・
ケイパビリティの活用

データサイエンス・
AI開発向け
プラットフォームの導入

AIイニシアチブの実行を
早期化するための
パートナシップの構築

世界クラスのAIエキスパートの採用

ローコードや自動機械学習の活用
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10社中4社は大量データの活用は
「低い」もしくは「中程度」の成熟度と回答

注：回答者N=2,737 数値の丸め込みにより合計は100%とはなっていない。
ソース：デロイト, State of AI in the Enterprise, 3rd Edition, 2020年7月14日
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データの取得と蓄積

レガシーなシステムおよびデータベースから、
構造化されていない、従来とは異なる有益なデータを
探索し、それらのデータを機械学習向けに
最適化されたクラウドベースの環境に蓄積する

探索と紐づけ

コグニティブデータスチュワード技術を利用し、
異なるデータ同士を掛け合わせて
新たな洞察や関連性を明らかにする

機械学習機能の拡充

リアルタイムデータの処理能力を向上し
待ち時間を減らすため、エッジコンピューティングと
5G通信を使うことで機能を拡大する

マシンデータ革命： データが機械を巡る
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スのデータストアなど、さまざまなツールやアプロー
チの導入が進展する見通しだ。

一部の企業は、この「機械データ革命」トレンドを、
より高い視座でのAIイニシアティブの一部として受
け入れ始めている。デロイトの年次グローバルAIレ
ポート（第3回）「State of AI in the Enterprise」
の調査によると、AIによって競争上の優位性を高め
るためのトップイニシアティブは、「AIのデータイン
フラストラクチャの近代化」であった 1。

このトレンドに乗ろうとする伝統的な産業にとってリ
スクは大きい。競合するデジタルネイティブ達は、時
代遅れのデータモデルに縛られることなく、より多
様なデータをより迅速に収益化している2。今日の
ビジネスは情報提供のリードタイムに対する忍耐力

をますます失い、旧来のシステムやデータモデルの
刷新が待ったなしとなっている。経営者がクリックし
てから望み通りのレスポンスを得られるまで待てる
時間は50ミリ秒未満だ。この時間が経過すると、
遅れに苛立つあまり、自ら「経営者の勘にもとづく
意思決定」を行ってしまい、折角の情報基盤は埃を
かぶってしまうであろう3。

人間、マシン、そして 
データの関係性

AIや機械学習の秘めた可能性を開花させるマシン
データ革命が起ころうとしている。企業はその秘め
た可能性を価値の創出に活かすべく、一連のデータ
管理バリューチェーンを再構築する機会を窺い始め

機械学習（Machine Learning：ML）が人
間の意思決定を強化し、場合によってはそ
れに取って代わろうとしている。AIベース

の意思決定の時代において、最高データ責任者
（CDO）、データサイエンティスト、CIOらは、データ
マネジメント手法が人間向けのもののままでは不十
分になると気づき始めている。機械学習戦略を成功
させるには、データバリューチェーンを徹底的に再
構築する必要がある。

今後1年半から2年の間に、企業はデータを収集し、
蓄積し、処理する方法を見直すことによってこの課
題に対応するようになると予想される。この取り組
みの一環として、高度なデータ収集および構造化技
術、データ間の関係をランダムに特定する分析、複
雑なモデリングをサポートする次世代クラウドベー

マシンデータ革命：データが機械を巡る
機械学習時代のデータバリューチェーン再構築

トレンド5
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ており、データ管理に対する考え方にも大きな変化
が求められることになる。これまで数十年もの間、
企業は意思決定者の直観や感情によらない、統計
的な事実に基づく意思決定を目的としたデータの
収集、蓄積、分析に注力してきた。ただし、人がデー
タを扱う場合には、いくつかの要素に絞り込まれた
データを分析に利用することがほとんどであり、集
積されたデータが複雑になるにつれ、それらの情報
を適切に処理して有効な意思決定に活かすことは
難しくなる。このため、多くの場合には、収集された
データは人が扱い易いように整頓されたテーブルや、
正確にラベリングされた行に整理される。一方、機
械の場合には人の場合とは対照的に、より多くの要
素を同時にかつ客観的に評価することができるため、
大量の構造化・非構造化データの中から、人による
データ分析では見逃してしまうであろう微細な統計
的有意性を抽出することができる。加えて、機械に
工数の制約はなく、リアルタイムに賢明な決断を下
すことができる。

顧客の好みを推測して商品を勧めることや、ロー
データを正しく修正するといった、人がすべての意
思決定を行っていてはビジネスのスピードに追いつ

かない領域においては、機械学習の活用は、完璧
な結果を求めるのではなく、ある程度評価できる結
果が出せればよいという考え方が重要となる4。例
えば、小売サービスでは、オンラインショッピングを
利用する何千人もの顧客に対して、同時かつリアル
タイムに、顧客ごとの傾向に応じた商品の推奨を可
能する機械には大きな価値がある。この場合、機械
がそれぞれの顧客個別のニーズを正確にとらえ、商
品を推奨することは難しいが、大量の顧客に対して、
大量の商品の中から売上を促進するに足りるだけ
の推奨の提示をデータを用いて瞬時にできるという
ことは、企業にとって大きな利益をもたらすもので
ある。また、機械による「それなりの推奨」は、同等
の作業を人が実施した場合に比べてコストの観点
で大幅に低く、機械が出した最低限の決定であって
も、企業は大きな価値創出を実現することができる。
このように、人特有の意思決定や簡易な判断を機
械で自動化することはムーアの法則を彷彿させる。
時間の経過とともに速度と機能が大幅に向上し、
将来的には、データに基づいた意思決定に要する
コストを現在の数分の1にまで下げることも可能と
考えられる。

機械の活用に対するニーズは、業界や市場、企業・
組織によって異なるかもしれないが、これからのマ
シンデータ革命に乗り遅れないための一連のデー
タ管理プロセスの見直しの観点を次節以降で説明
したい。

データを取得し、蓄積する

きっとあなたの組織には貴重なデータが山のように
眠っているだろう。それはデータベースやファイル、
そしてシステムにある従来の企業データかもしれな
いし、機械やモバイル端末が生成するより新しい
データかもしれない。さらに非構造化テキストや、ビ
デオやオーディオ録音から得られる新たなデータも
あるだろう。十中八九、これらのデータはこれまで
取得が困難であるうえに、活用に際してはコストパ
フォーマンスに優れず放置されていたものだろう。
現在においては、この状況は機会損失といえる。大
量にあるローデータの中で、いつどのデータが将来
予測や意思決定に役立つかは誰も分からない。そ
のため、制約やリスクがある一方で、出来る限りす
べてのデータを取得しておくことが重要なのである。
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さらに、今すぐにでも適切なツールとアプローチを
採用していれば活用できたはずのデータを捨ててし
まっているということもあるかもしれない。電力会
社を例にとって見てみよう。電力やシステム障害を
予測するためにはどのような情報が必要だろうか。
これまでは障害に関するデータのみを収集していた
だろう。しかし予測のためには、正常な状態を把握
するために何もない平常のオペレーションのデータ
も必要となる。会社のWebサイトにアクセスした人
についても同じことがいえる。訪問目的を達成でき
た顧客、失敗した顧客の両方のWebサイトデータ
が整備されているだろうか。かつてほどデータの質
が重要ではなくなった現在、予測性を高めるために
はデータプラクティスをどのように変化させるすべ
きだろうか。

ストレージに関しては、組織はテーブルや行、列に
すっきりと収まる綺麗なデータにあまり重点を置か
なくなってきている。MLアルゴリズムや高度な分
析ツールに入力するため、多くの組織は IoT、ソー
シャルメディア、そしてAIからの膨大な量の非構造
化データを次のようなさまざまな最新のデータ

ベーステクノロジーに保存する機会を模索している
のである。

• クラウドデータウェアハウス
このクラウドベースのデータウェアハウスは、
数々の主要なパブリッククラウドベンダーが
サービスとして提供しているもので、企業内の
さまざまなソースからデータを集約することで
ユーザがリアルタイムにデータを処理およびマ
イニングすることが可能となる。この使用許諾
ベースかつ集中型のシステムによりデータを同
じ場所に配置することやデータパイプラインが
不要となった。また、多くのクラウドデータウェ
アハウスには、照合機能やストレージ機能に加
え、データのクエリを実行する検索エンジンツー
ルや分析機能も備わっている5。このパブリック
クラウドの使いやすさや必要に応じたスケール
アップやダウンをする機能、また高度なデータ
処理および分析ツールが合わさることでクラウ
ドデータウェアハウス市場は著しく成長している。
Prescient & Strategic Intelligenceは、サー
ビスとしてのデータウェアハウス市場規模が

2030年までには238億米ドルに達すると予測
している6。

• フィーチャストア
近い将来、互いに独立かつ並行して機能する数
百または数千のデータモデルが組織に存在する
ことが一般的になるだろう。各々のモデルは異
なる機能セットを用いる。例えば、即時の決定
を必要とするものもあれば、必要としないもの
もある。そのためデータや処理能力に対する要
求は大きく異なる。すべてのモデルに対して一
律にリアルタイム計算を求めるのは処理能力の
無駄である。同様に、単一のモデルのみで使用
されうる機能がある一方で、機能を共有しうる
モデルも存在する。これらのデータモデル間の
競合する要求をすべて管理するにはどうすれば
よいだろうか。フィーチャストア（Feature 
Store）とは、計算の割り当てや機能の共有、そ
して効率的かつ大規模なデータ管理のための
仕組み（専用リポジトリ）のことで、意思決定コ
ストの削減には不可欠となっている。さらに、AI
の活用によりフィーチャストアはモデル化された
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データのタイプに応じた各機能の需要を予測で
きるようになるかもしれない7。

• 時系列データベース
時系列データベース技術の評判は、この2年間
でかなり高まった 8。データへの変更を更新とし
て記録するリレーショナルデータベースとは異
なり、時系列データベースはデータへの変更を
追跡し、変更がなされた時間とともにデータセッ
トへのユニークな挿入として記録する。とりわ
け、IoTやモニタリング技術からの一時データの
急増に伴い、履歴分析と予測分析はある時点
でのデータ値を取得し、継続的、正確かつ効率
的に追跡する性能にますます依存するように
なっている9。

• グラフデータベース
相互接続性の高いデータを最大限に活用し分
析するのは至難の業である。データがテーブル
で整理されている従来のリレーショナルデータ
ベースでは、限られた数のデータリレーション
シップを識別し、管理することができる。しかし
データ量が増えて構造化されなくなるにつれ、

リレーションシップや相互接続の数が爆発的に
増えている。そのため、従来のデータベースモ
デルでは手に負えなく（そして検索できなく）なっ
てきているのである。グラフデータベースはこの
課題に対応するよう特別に設計されており、
データだけでなく各々のデータポイントの紐づ
け情報も独自の標準設計に基づき保存してい
る。このモデルにより、データ間の複雑なリレー
ションシップのクエリを高速かつ効率的に、そし
てより正確に実行できる10。

ストレージコストも減少し続けており、大量のデー
タを集約し整理することのコスト負荷はもはや大き
くない11。さらに、最新の自己修復機能や耐障害性
のあるデータアーキテクチャによりメンテナンスの
手間がかからないため、管理や保守コストを削減で
きる。したがって、ストレージ容量の増加による将来
的なメリットは、発生するコストを圧倒的に上回る
だろう。機械学習と高度な分析は、低い水準の統計
的有意性を多くの因子の中から見分けることができ、
その結果、従来のデータストレージやモデリング技
術によってではなしえなかった地点にまで到達可能
となったのである。

組織はテーブルや行、列に
すっきりと収まる綺麗な 
データにあまり重点を 
置かなくなってきている

データを探索し、つなげる

データを取り込めば取り込むほど、さまざまなデバ
イス、チャネル、および地域で生成された断片的な
データが含まれてくる。また、組織規模が大きいほど、
数百ものレガシーシステムや世界中の拠点に保存
されている重複データ、一貫性のない命名ルールに
基づいて保存されたデータが散在する。その断片的
または不揃いなデータをもとに、個々の状況に応じ
て市場のニーズや顧客の特徴を判別するためには
データの価値を最大限に引き出すことが重要であり、
未知またはあいまいなデータ（ダークデータなど）
の特定と各データ間の紐づけを見つけることが肝と
なる。既知のデータだけではなく、未知のデータも
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扱うことでデータドリブンな意思決定はより強力に
なる。目の前に明らかに存在するデータ、場合によっ
ては存在するかどうかもわからないデータを探し出
し、分析することが求められる。また、たとえ組織に
ある既知未知のデータをすべて収集できたとしても、
データの形式や名前が異なることから、データの相
互関係を見逃してしまうことも少なくはない。現状
では、将来のデータ利活用基盤の整備に際してはこ
れらの課題を克服するのはコストの観点でもハード
ルが高いのが実態である。しかし、それをためらっ
てしまうことによって、潜在的な価値創出やより大き
な機会の逸失につながる可能性があることも忘れ
てはいけない。

既知のデータだけでなく、未
知のデータも扱うことでデー
タドリブンな意思決定はよ
り強力になる。

幸いなことに、隠れていたデータを見つけ出したり、
一見関連性のないデータ同士のつながりを明らか
にしていくにあたって大きな手助けになる技術はす
でに開発されている。これは、機械学習を基礎とし
たコグニティブデータスチュワード技術と呼ばれて
おり、ここではその機能と効果をいくつか紹介した
い12。

• アナリティクス、セマンティックモデル、コグニ
ティブ技術により、手作業による高コストな管
理作業を自動化できるため、ユーザ（データサ
イエンティストなど）はより高度な分析に専念
できる

• 基礎となるデータシステムのコードの類似性を
識別することにより、ユーザは複数のデータモ
デルでカスタムデータアルゴリズムを使用する
ことが可能になる

• 機械学習機能を活用してマスタデータの処理を
自動化することにより、ユーザはデータ内の関
係を視覚化することができる。これは、データの

整備状況と品質を改善し、データ管理効率を向
上させる

近い将来、このデータスチュワード技術は、データ
の取り込み、分類、管理、探索において、さらなる
向上、拡張をしていくことになるだろう。マシンデー
タ革命が勢いを増す中で、トランザクションシステム、
サプライチェーンエコシステム、スマートファクトリー
などの機能向上に向けて、データスチュワード機能
の導入への期待がさらに高まっていくに違いない。

機械学習の神髄
多様なデータをより多くかつリアルタイムに処理す
る能力が、機械学習に基づいたデータドリブンな意
思決定の神髄である。ビッグデータシステムがデー
タを収集して処理し、機械学習や分析プラットフォー
ムに供給し、ユーザに洞察を提供するのが早けれ
ば早いほど、データ投資の影響力は大きく、効果的
である。
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こういった観点のもと、データが基幹システムやクラ
ウドに格納されてからではなく、ネットワークへのエ
ントリーポイントでデータを解析し意思決定がなさ
れるような方法を模索する企業が増えている。ある
組織では、データシステムのレイテンシを低減する
ことでシステムの信頼性と効率を向上させるような、
エッジコンピューティング機能を構築している。エッ
ジコンピューティングとは、計算・処理能力を一元
化されたポイントから離し、ネットワークの「エッジ」
（端点）に近づけることを意味する。これはエンター
プライズあるいはクラウドベースのデータセンタに
取って代わるものではないが、分析や意思決定など
の処理作業をネットワーク全体に均等に分散させる
のに役立つ。エッジで作動するデバイスは、ローデー
タをクラウドやデータセンタに送り返すのではなく、
単独でのアクション生成や、整形済データのみをネッ
トワークに送信するため、効率的な保存、処理、分
析などの対応をローカルに実現することができる。
エッジコンピューティングは、大量の最新データへ
の断続的なリアルタイムアクセスを必要とするML
アルゴリズムを配備する場合に特に有効である13。

高度な接続性は、データのエントリーポイントにお
けるリアルタイムな意思決定において重要な役割を
果たしている。ただし、4G/LTEやWi-Fiなどの現
代における接続性は、一部のエッジコンピューティ
ングやリアルタイムデータ処理のニーズに対応する
反面、帯域幅、レイテンシ、および効率管理可能な
デバイスの数に制限がある。その点、5Gは、より高
速なスピードとミリ秒単位のレイテンシを実現する
ことが可能である。また、帯域幅の容量を拡張し、
1km2あたりの同時管理可能なデバイス数を増やす
ことができる14。

進むべき道
本レポートの「MLOps：AIの工業的活用」の章で
論じているように、機械学習活用の取り組みは業界
を超えて勢いを増している。実際に、機械学習技術
の市場規模は現在、年間44%の成長率で成長して
おり、2022年までには88億米ドルの価値に達する
と予測されている15。しかし、2002年当時に最先
端だった旧式のデータインフラとプロセスを使い続

ける企業においては、MLアルゴリズムとプラット
フォームからROIを生み出すことは困難だろう。

自社の継続的発展、あるいは躍進に向けて、データ
利活用戦略をどのように持つべきか。未来を創るた
めには、その策定や見直しを最初の一歩として、
データドリブンのみならず、洞察ドリブンな旅路を開
始することが肝になるのではないだろうか。
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データ民主主義における冒険

AT&Tは、144年前の創立以来、トランジスタ、通信衛星、そして最
近では太陽光発電などの歴史的な破壊的イノベーションを行うため
に何度も自己改革を行ってきた 16。同社は、世界的なテクノロジー、
メディア、通信の巨大企業となった現在、機械学習利用のパイオニア
としても、IoT、エンターテインメント、カスタマーケアなどの分野に
機械学習を広く展開し、再び自己改革を行っている17。

同社は、データを見つけ、整理し、利用するための新しい手段として
機械学習を活用している。「私たちがやりたかったことの一つは、デー
タサイエンティストが行わなければならない日常的なクレンジングと
集計のタスクの一部を自動化して、より洗練された作業に集中できる
ようにすることだった」とAT&TのChief Data Officeでデータプラッ
トフォーム担当バイスプレジデントを務めるKate Hopkinsは述べて
いる18。同様に、同社は、プライバシー、セキュリティ、およびそのほ
かのデータ使用ポリシーに抵触せず、一貫性を持った意味のあるデー
タをいつでも利用可能にする方法を開発し、社内で権限を有する担
当者がより広く利用できるようにしたいと考えていた。こうした努力は
すでに実を結んでいる、とHopkinsはいう。新しいツールによって、
MLモデルの試作品から本格的な製品化に必要な時間が短縮されて
いる。これらのモデルは、顧客に対する65億回もの自動電話配信を

不要としたほか、AT&Tストアでの不正行為を防止し、技術者による
顧客訪問をより効率化するなど、劇的な成果を上げている。

AT&Tがデータトランスフォーメーションを始めたのは2013年、デー
タレイクで大量の顧客データと運用データを収集し始めた時であった。
2017年に同社は、これらの急速に成長するデータストアを「AIと機
械学習による超自動化」に活用することを目的として、Chief Data 
Officeを設立した。これらの目的を達成するために行われている作
業は、いくつかの重要な課題を抱えていた。まず、AT&Tのような大
企業では、潜在的に価値のあるデータであるにも関わらず、レガシー
システムやデータベースに存在するがゆえに、それらのデータを発見
し、アクセスすることが困難な場合があった。そして、データサイエン
ティストが最終的にそのようなデータを発見したときでさえ、レガシー
システムやデータベースに存在するデータは、しばしば一貫性なくラ
ベル付けされ、識別可能なコンテキストや意味を持たなかったため、
理解するのに苦労することがあった。さらに、MLモデルがリアルタイ
ムにデータを必要とする場合でも、すべてのデータシステムがリアル
タイムなデータ提供のニーズを満たすことができないという課題が
あった。

これらの課題に対処するため、AT&TのChief Data Officeは、
「Ampプラットフォーム」を開発した。Ampは、AT&Tのテクノロジー
およびデータの共有、再利用、拡張を推進するカルチャーを形成する

最前線からの 
学び

111マシンデータ革命：データが機械を巡る1 2 3 4 5 6 7 8 9



ものである。Ampのテクノロジーディレクターでプ
ロジェクトマネジャーであるPari Pandyaは、数年
前に自動化を促進するための社内オンラインマー
ケットプレイス（マイクロサービス、API、チャットボッ
トやデザインなどが集約される）として始まったもの
が、システムとユーザが信頼できる唯一の強力な
データソースへと進化したと述べている。データが複
数のシステムやプロセスを通過すると、その定義は
変化するものである。Ampは、レガシーシステム内
のデータを発見するだけでなく、メタデータを使用し
てこのデータに意味を持たせ、ユーザがデータをよ
りよく理解できるようにデータを体系化する。「Amp
は、単に意味のあるデータを提供するだけでなく、ビ
ジネスチーム、ストラテジスト、およびプロダクト開
発者がより高度にデータを活用できるように支援し、
データから得られた気づきをコミュニティを通じて共
有するためのビジネスインテリジェンスプラット
フォームとして機能している」とPandyaはいう19。

リアルタイムなデータ提供という課題に対処するた
め、AT&Tは、データとツールの一部をパブリックク
ラウドに移行する計画を数年にわたって進めている。
同社は、データとIPのセキュリティを確保するため

にサイバーチームと緊密に連携しつつ、クラウドを活
用して処理能力をニーズに合わせてスケールアップ
している。クラウドは、機械学習および顧客を含む
企業のステークホルダーが必要とするリアルタイム
アクセスを生み出すのに役立っている。クラウドによ
り生み出されるオンデマンドコンピューティングやビ
ジネスに対応したデータへの可用性が、クラウドへ
の移行を加速させている。

Hopkinsは、AT&Tのデータトランスフォーメーショ
ンは、もう一つの歓迎すべき恩恵をもたらしたと指
摘する。「ビジネスユニットが、データサイエンスに
ついてより豊富な知識を持つようになり、新しい方
法によって、データを活用する機会を自ら見つけるよ
うになった。彼らは全般的に、より成熟した高度な
データを求めるようになっている。データを民主化
し、企業全体にデータを行き渡らせる透明性の高い
プロセスを構築することができれば、指数関数的な
投資回収が可能になる」

データとITのダブルチームに 
よるデジタルトランス 
フォーメーション

例えば100年の歴史を持つ小売企業が、ある特定
のユースケースを想定して設計されたレガシーアプ
リケーションから効率的かつ正確にデータを取得し、
それらのアプリケーションが元々想定していなかっ
た価値を実現するには、どのようにすればよいだろ
うか。

「すべてのレガシー企業がこの課題に直面している」
と、カナダの大手食品小売・薬局業Loblawの
chief data and analytics officerのPaul Ballew
はいう20。「レガシーアプリケーションを含むエコシ
ステム全体が保有するデータ資産を、スケーラビリ
ティ、反復性、管理性に優れた方法で統合する必要
があるが、これは容易な作業ではない」

データに対してエコシステムのアプローチを取るこ
とは、2,400の店舗を運営し、かつeコマースを拡
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大させることでプレゼンスを発揮しているLoblaw
のような成熟した小売組織では特に厄介だ。「我々
は、デジタルネイティブが使いこなしているような技
術の活用をまだ試行している段階にあるレガシー
企業である」とBallewはいう。

しかし、課題はあるものの、エコシステムにあるデー
タは、Loblawがデジタル化された未来に向かうた
めのまたとない機会でもあるのだ。そしてまたとな
い機会には、Loblawならではのアプローチが必要
となる。多くの非デジタルネイティブな企業と同様
に、同社も収集、整理、品質といった従来のデータ
管理における優先事項から、データ分析とデジタル
ソリューションによって日々の業務を推進するとい
う、より複雑で新しい分野に焦点を移している。「『ス
フレを焼く』には別のアプローチが必要だ」と
Ballewはいう。「原材料の調達と配合を変え、それ
を消費する人々に新しい方法で提供する必要があ
るのだ」と。

Loblawは、未来のデジタル企業におけるデータの
重要性を認識したことから、IT部門と密に連携して
デジタル変革を推進し、かつビジネスとも連携でき

るよう、独自のデータ組織を設立した。
その組織は、テクノロジーの観点から次の3つのレ
イヤからなるアプローチを採用している：

• データレイヤ
複数のレガシーアプリケーションにおけるデー
タ資産の多くを、多種多様で複雑なユースケー
スに対応できるように、ほぼリアルタイムで利用
可能とする、一連のデータ管理およびデジタル
機能。

• アナリティクス、開発レイヤ
データ資産に命を吹き込み、構造化データ、非
構造化データから洞察を得て、より優れた意思
決定と効率的なワークフローをサポートするAI
や機械学習並びに高度なアナリティクス技術の
集合体。

• ソリューション提供レイヤ
意思決定や洞察をプロセスやアプリケーション
に体系的に統合するためのツールを提供し、組
織のデジタル戦略目標の達成を支援する。

「これら3つのレイヤを整備した後、強力で一貫性
のあるガバナンスを確保するため、分析ソリューショ
ンの管理、ライフサイクルの更新、および監視が必
要となる」とBallewはいう。それは、Loblawが食
料品の販売から薬局や医療サービスの提供までさ
まざまな業態を持ち、それに応じたデータの機密性、
プライバシーへの懸念、および法令遵守の点で異
なった基準を用いる必要があるためだ。このように、
堅牢なデータガバナンスは機密データの保護や、
データモデルがバイアスやそのほかの要因をどの程
度考慮すべきかの判断において非常に重要となる。
「我々は、顧客データを積極的に管理し、透明性が
高い方法で顧客の利益につながるように活用しな
ければならない」とBallewはいう。

データが意思決定を促進し、ビジネスに不可欠な
資産であると認識されたことにより、Loblawのデー
タおよび ITチームの役割はより重要なものとなった。
「我々のチームが行うデータとデジタルに関する取
り組みは、ビジネス上の非常に重要な意思決定を
支援する。その対象は、問題解決のための相談先、
マーケティングを最適化する方法、工場の運営手法、
顧客との関わり方など、枚挙にいとまがない」と
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Ballewはいう。「我々のチームはデータという観点
で、組織とマネジメント層が包括的なアプローチを
取ることの可能性と影響（利点、欠点を含め）を理
解するための支援をした。この変化は全体的に有益
だった一方で、我々のエコシステム全体とその従業
員達にも影響を及ぼした」

同様の変革に取り組むリーダーへのアドバイスを求
めると、次のような返事が返ってきた。「何か変革を
起こそうとするときは、その理解を求める前に、まず
相手や状況を理解せよ」と。

分散データアーキテクチャが 
支えるこれからの銀行

オランダのアムステルダムに本拠を置く大手投資銀
行のABN AMROは、データ管理に最新のアプロー
チを採用している。ABN AMROでは、さまざまな
システムを経由してきたデータの問題にその都度回
避策を用意するのではなく、データサイエンティスト
が、データ品質の問題をソースから修正し、データ

を価値に変換する仕事にフォーカスできるようにす
るフィードバックメカニズムを開発した。「これまで
は、データサイエンティストたちが問題を発見し、修
正し、なんとか業務を維持してきた」とアーキテクト
兼データマネジメント主任のSanthosh Pillaiはい
う。「今やデータサイエンティストたちは、データの
提供元にフィードバックし、「違うやり方でやれ」と
指示することができるようになった。時間の経過と
ともにデータ品質が向上し、データサイエンティスト
たちはクレンジングとクエリにそれほど時間をかけ
る必要がなくなる21」

データの提供元に対するガバナンス強化は、Pillai
がいうところの「AI時代」、すなわちAIが人間の意
思決定を支援する場をますます増やし、置き換えさ
えも可能となる時代に備えるために銀行が取ってい
る三本柱からなるアプローチの一つの要素にすぎな
い。2つ目の要素は、消費サイドに焦点を当てており、
ABN AMROは急速に進化するビジネス戦略をサ
ポートするために、高度な分析とAI基盤を開発し
た。「デジタル化が進む中、クライアント中心とは
データ中心であることを意味する」とPillaiはいう。
「特にアフターCOVID-19の世界では、企業は顧客

と直接会うことができないため、データや分析的な
洞察により大きく依存することになる。我々が有す
るアナリティクスの能力は、顧客に対して洞察を提
供し、データから価値を引き出すことに貢献する」

ABN AMROにおけるアプローチの3つ目の要素は、
データの提供元から消費者に至るまで、エコシステ
ム内の必要なあらゆる場所にデータを移動する、多
面的なデータメッシュモデルである。この「データサ
プライチェーン」は、単なるデータ流通の仕組みと
してだけでなく、リアルタイムアクセスを可能とする
タイミング保証の仕組みとしても機能し、各所から
の需要に応えている。また、このデータメッシュモデ
ルでは、承認の下でユーザとマシンの両方がデータ
の利用者となり、規制に準拠した高品質のデータに
アクセスすることができるため、セルフサービス型の
「データマーケットプレイス」の特徴も持つ。

多くの企業がそうであるように、ABN AMROも当
初はイベント駆動型あるいは現在発生しているデー
タの使用パターンを想定したデータアーキテクチャ
を設計していたわけではなかった。今日、（AIを含
む）システムやエンドユーザは、トランザクションで
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使用するよりもはるかに高い頻度で最新データを必
要としているが、従来のデータ管理モデルは、継続
的な読み取りクエリーやリアルタイム更新に対応す
るようには設計されていなかった。

「それぞれの元となるレコードをデータストアに入れ
て複製することで、この課題を解決した」とPillaiは
いう。「データの利用者には最小限の遅延で複製さ
れたデータが配信され、彼らにはリアルタイムデー
タが表示されているように見えている。しかし実際
には、彼らが利用しているデータは、エコシステム
内の本来のデータソースとは別の部分から来ている
のだ」

Pillaiは、このデータレプリケーションモデルに、特
にクラウドストレージの領域において大きな可能性
を見出している。「これまで、テクノロジーはデータ
ストレージを最適化するように設計されてきた。しか
し、AIの時代が近づくにつれ、複数のクラウドに保
存されたデータを複製したり、そのデータを複数の
クラウドベンダー間で移動させたりするメカニズム
を開発する企業が増えるだろう」
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大型商用車の大手メーカーである 
Daimler Trucks North Americaでは、 
データを重要な資産として扱う 
インテリジェントカンパニーへの転換を 
推進している。

Daimler Trucks North Americaは、アナリティクスやそのほかのデジタル
技術を用いてリアルタイムにデータを処理することで、自動化による効率性の
向上、顧客向けの新しいサービスの創造、優れた意思決定などが可能となっ
ている。これらの技術により、我々は物事をさまざまな角度から認識し、我々
自身の取り組みに対する新たな方向性を見出すことができている。

Daimlerのトラックを例にすると、工場から出荷したDaimlerのトラックの1
台1台は、新しいデジタル資産となっている。実際に、一連の車載センサーや
そのほかのテクノロジーが車両のパフォーマンスを継続的に監視し、トラック
の状態を把握する際に必要なデータをリアルタイムで生成している。このデー
タを用いて、車両の所有者に車両の状態に関するレポートを提供するだけでな

私の見解

Lutz Beck 
Chief information officer, 
Daimler Trucks North America
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設計や製造を行い、その後、車両に関するサービス
を提供してきた。インテリジェントカンパニーのモデ
ルでは、購入後もお客様との密接な関係は続く。
技術やデータを活用して、既存の製品やサービスを
磨き、独自のニーズに応えるとともに、自動車を取
り巻く新たなサービスを創造する。これは、今まで
とは全く異なる働き方であり、我々はその働き方を
心から受け入れている。

データは、当社とお客様に 
機会をもたらす。

この新しい働き方には、機会だけでなく課題も存在
している。例えば、分析の対象となるデータ量は増
加し続けている。特に自動車業界では、自動化さ
れたコネクテッドビークル、スマート交通管理シス
テム、そのほかのデジタル交通機関の進歩により、
この成長のペースは劇的に加速すると考えられて
いる。したがって、データガバナンスはこれまで以
上に重要になる。データ自体の管理に加えて、デー

タの使用に関する規制がますます増えている。規制
へのコンプライアンスを常に維持しながらも、活用
できるデータと提供できるサービスを把握する必要
がある。同様に、顧客データの使用方法に対する顧
客の意向と期待を明確に理解する必要もある。これ
には、サービスの提供方法に対する判断にも影響
を及ぼす。例えば、個別のサービスを提供すべきか、
それとも個々のサービスを一つにまとめて提供する
べきか。また、北米地域の国々によって異なるプラ
イバシーに対する期待はどのように考慮すべきか。
このような複雑な課題に対応するために、データイ
ンテリジェンスハブを設置している。このハブでは、
chief data officerとデータアナリストが、増加し
続けるデータカタログを管理している。このデータ
の専門家から構成されたチームは、法令を遵守しな
がら、データを最大限に活用するために必要なガバ
ナンスの導入を支援している。

我々は、完全にデータドリブンで、インテリジェント
な企業になるための旅を続けている。現時点では、
インテリジェントな企業になるための最大の壁は人
間の思考と行動だ。そのため、我々は、データを総

く、車両のパフォーマンスに関するデータを分析する
ことにより、部品が故障する時期を予測できるよう
になった。緊急時には、この情報を車両の所有者と
共有し、「直ちにサービスが必要」というイベントを
発生させて、所有者を最寄りのサービス施設に案内
する。サービス施設では、車両から送られてきた情
報を基に車両の問題を認識し、必要な部品の在庫
の確認をした整備士が対応することにより、遅滞な
く車両の問題に対処することができる。

このような予測的な車両の性能データを共有する
機能は、全く新しい付加価値があるサービスを生み
出す機会をもたらす。保守の問題をプロアクティブ
に予測して解決できるため、お客様に「稼働時間保
証」を提供することができる。つまり、Daimlerにとっ
て、お客様によりよいサービスを提供できる機会と
なるのだ。

もちろん、トラックをデジタル資産と考え、データド
リブンな意思決定を全面的に採用することは、工業
生産に深く根ざした伝統的な企業の文化的転換を
意味する。従来は、お客様に販売するために車両の
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合的に学習し、考える文化を築かねばならない。つ
まり、データを使って全く別の観点で物事を見る必
要があるのだ。そうすれば、3年から5年以内にイ
ンテリジェントな企業になるという目標を達成でき
ると信じている。その暁には、Daimler Trucksは、
顧客やディーラーが明日、明後日、そして未来にお
いて何を必要としているのか、データを活用して予
測する能力を備えた組織へと変貌を遂げているだ
ろう。
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ストラテジー
CEOが深いレベルのデータ管理に関与すること
はまず無い。しかし、機械学習やAIツールの活用

を進める企業のマネジメントであれば、「データ戦略」の検討
にある程度の時間を割いたほうがよい。既存の基幹システム
やデータパイプラインはAIのニーズを念頭に置いて設計され
ていないため、CEOはこの刷新の基礎を築くためにITチーム
との会話を進めるべきだ。CIOまたはchief data officerには、
自社のMLOpsビジョンを実現するための準備を行う責任が
ある。また、データを人間ではなくアルゴリズム向けに徐々に
最適化していくための継続的な投資も必要だ。こうしたデータ
への新たな投資は、最終的に利益の増加や意思決定コストの
削減によって回収されるだろう。

ファイナンス
アルゴリズムモデリングと機械学習の能力がより
堅牢になるにつれ（詳細は前章の「MLOps：AI

の工業的活用」を参照）、ファイナンスリーダーたちはますます
データ管理に注力し、さらにデータガバナンス上の役割を積
極的に担うようにもなるであろう。データの質が向上すると、
モデリングも向上する。つまり、CFOはより正確に内部レポー
トを作成し、四半期ごとの業績を予測し、市場アナリストや株
主の期待値を形成できるようになるだろう。しかしながら、優
れたモデリングに必要なデータは必ずしも社内で所有されて
いるとは限らない。アルミニウム需要を予測するために航空
統計に着目する部品メーカーの例を考えてみるとよい。このよ
うな生の外部データと企業内データの組み合わせは、不確実
性の中でも行動につながる洞察（アクショナブルインサイト）
を生むだろう。今後1年半から2年の間にこれらの洞察を可
能にするため、CFOは既成概念にとらわれることなく新しいタ
イプのデータを取り込み、アジャイルなガバナンスを立上げ、
モデリングの成果を最適化していく必要がある。

リスク
「The Age of With」（AIとの協働時代）における
データ戦略は、人間の意思決定を強化する分析

と洞察の提供に焦点を当てるべきだ 22。この新たなアーキテ
クチャにおいて、ローデータや非構造化データを消費するのは
データサイエンティストでも経営者でもなく機械、つまりアルゴ
リズムだが、大量のデータの管理に伴うリスクは不変である。
CROは、機械学習に最適化された大量のデータの保護、機
密性、同一性に関するリスクパラメータを定義する際に重要な
役割を果たすだろう。また、より機密性の高い顧客データにつ
いて個別のリスク戦略を策定し、そのようなデータを進行中の
MLOpsに活用できるかどうか決定することになるだろう。
CROはこれらの課題を深く掘り下げることで、自社がAIをビ
ジネスのどこに適用すべきかの検討に、また場合によっては、
新しい製品やサービスの開発へリスクデータを活用し収益拡
大することに貢献するであろう。

今後の展望
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AIや機械学習の利用を拡大する 
取り組みの中で、どのように 
データガバナンスやデータ管理の
方法を見直してきたか。

主要なレガシーシステムから
データへのアクセスを可能にしている
機能は何か。それらの機能は現在及び
将来的なニーズを満たしているか。

2

3

1

使われていないデータソースのうち、
意思決定に最も大きなインパクトを
与えるものはどれか。

さあ、
はじめよう

要点
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日本のコンサルタントの見解

DXアスリートの鍛えどころ

内閣府による「Society 5.0」や「スマートシティ」
構想にも表現されるように、近年、日本でもデジタ
ルトランスフォーメーション（DX）による経済発展や
社会課題の解決が注目されている。また、AIや機械
学習などのデジタルトレンドが、映画で使われる仮
想題材から日々の生活で実用化の進捗を体感でき
る一般トピックとなり、足元の技術であることの認
識が進んでいることが実感できる。他方、それら技
術の利活用による経済発展や社会課題解決と、そ
の加速に向けた民主化の拡大を最前線で支える企
業においては、既存の枠組みにおける推進の難しさ
に直面し、多方面での転換や変革が求められている
のが実態だ。多くの企業では、デジタル技術の利活
用以前に、組織・人材の開発やプロセスの変革、
文化的・倫理的課題の克服などの観点で、自社の
旧態依然とした考え方や方針からの脱却が容易で

ないことがその障壁となっているため、複雑高度な
課題を解消すべく、全社横断でのデジタル戦略の策
定やそれに基づく基盤整備を喫緊の取り組みとして
いる。とはいえ、技術の進歩は目覚ましく、近年の
DXブームは、技術の成熟度が社会やビジネスの
ニーズに追いついたことの証明でもあり、秘めたポ
テンシャルをいかに早く引き出せるかが勝負のわか
れ道といえる。

日本企業におけるデジタル技術の利活用に焦点を
あてると、多くのサーベイやアンケートから見ても、
デジタル技術の導入に対する意欲とその遅れに対
する危機感が感じ取れる。特にAIや機械学習導入
への意欲は高く、社内外のさまざまなデータを収集、
加工、分析、共有し、そこから導出した洞察や隠れ
た要素に基づく意思決定、人材育成、業務効率化
などの検討が盛んである。これらの技術の神髄は
「データ」にあり、いかに良質なデータを大量に仕
入れ、データ利活用プラットフォーム上で効率的に
保管・下処理し、高品質なユースケースに仕立て
上げるか、またそれらを実業務にどれだけスムーズ
に落とし込めるかが価値の決め手となる。トップダ

ウンでの戦略策定や体制整備が進められる中、当
然現場では来たるべき時に備えた ITインフラの整
備や概念実証（PoC）が進んでいる。しかし、実際
にはPoCの中で目覚ましい有効性が示されるのは
ごくわずかで、いわゆるPoC疲れやモチベーション
低下に陥っている現場がほとんどではないだろうか。
冒頭に論じているように、当然多方面で考慮すべき
論点はあるものの、日本ではレガシーシステムの残
存や ITベンダーに依存する傾向を背景に、神髄で
あるはずのデータの収集や利用にとりわけ多くの制
約・障壁があり、変革の重しとなっている企業が多
数見受けられる。その解消こそが今後の飛躍的な
打率向上の鍵となるはずだ。

過去のデロイト「Tech Trends」レポートにおいて
も、データ活用の能力向上のための取り組みを「重
量挙げ」に喩えて論じた。どれだけの重さを挙げら
れるか、その成果はシンプルであるが、全身を戦略
的に鍛え上げしなやかな筋力を獲得すること、また
周囲からの長期に亘る広範なサポートが必要であ
る。来たる競争を勝ち抜くためには、どのような構
想が求められるのだろうか。
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きの即時対応に向けた継続的な動向調査、および
プラットフォーム改善を容易にするような手順、組
織的な根回し、データを含めたアセットの棚卸と整
理、機能的、業務的スケーラビリティなどの周辺設
計となるであろう。

2点目の良質なデータへのアクセスについては、社
内でのデータガバナンスやデータの民主化は元より、
より広くIoTデータやリアルワールドデータへのアク
セスルートを確保することが肝要となる。ただし、
近年では機微情報の取り扱いや個人情報保護など
の観点でデータの活用における問題も散見され、
規制やルールが明確にない中での積極的な利活用
にはリスクも伴う。そのような社会的倫理観や解釈
に頼らざるを得ない状態の解消は一企業における
自助努力では難しく、泥沼でかけっこをしてもゴー
ルにはなかなかたどり着けない。データを「利用す
る側」と「利用の基盤を整備する側」双方での改善
や発展が必要不可欠な領域が本領域であり、後段
にて具体的に考察したい。

官民の協業で生まれる新たな 
データバリューチェーン

本編「マシンデータ革命」では、AIの活用を推進す
るためには、いつでも活用できるように身の回りに
あるデータを収集・整理し、適切な権限管理の下
でオープンにできるようなデータプラットフォームの
構築について触れた。組織が活用可能なデータは
組織内にあるものだけではない。Twitterなどの
SNSのデータをマーケティングや商品開発に応用す
る事例は多くあり、また機械に取り付けたセンサー
から得られるデータをAIで処理することによって予
防保守をする事例は本編でもDaimler Trucks 
North Americaの例を取り上げている。レガシー
システム内のものを含む組織内のデータ、製品上の
センサーから得られるデータ、国民が自らオープン
にするSNSなどのインターネット上のデータと複数
の巨大なデータソースの活用が進むとして、次に活
用されるべき「宝島」（＝巨大なデータソース）はど
こか。

泥沼からの脱出

着目すべきはいかに良質なデータを大量に確保し、
それらを適切にAIや機械学習のツールにフィードす
ることができるかである。この場合、論点として重
要なのは大きく2点あり、1点目はデータ利活用の
台所となるプラットフォームの設計、もう1点が材料
となる良質なデータへのアクセスの確保である。

プラットフォーム設計の際には、小さく始めて大きく
スケールさせることが基本であるが、その意図は内
外環境の変化にタイムリーに追随するための柔軟
なスケーラビリティの確保にある。前提として、日本
はデータやデジタル技術の利活用に関しては発展
途上にあり、規制や制度が企業側のニーズに追いつ
いていない。企業側においても、組織や文化の壁、
予算策定やPoC、人事評価や育成などの各種プロ
セスの変革が道半ばの状態にある。そのため、AIや
機械学習ユースケースの仕上がりの悪さやデータの
アベイラビリティの低さに関する課題は必然であり、
注力すべきは原因の分析とそれらの解消がされたと
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一つのトレンドとして、行政が保有するデータを官
民双方で活用することの重要性に各国が気づきは
じめ、取り組みを強化している。例えば、アメリカ連
邦政府は、2億3,500万ページを超える政府記録
をデジタル化しており、2024年度までに5億ペー
ジに達する予定であるという1。また、インドネシア
政府は国内のスタートアップ企業と協力し、セン
サーを介して収集された過去の洪水データと市民
のTwitterの投稿を利用することで、洪水が発生し
やすい地域を特定して情報発信し、市民を洪水の危
険から守っている2,3。

一方で日本はどうか。2021年9月に設置が予定さ
れているデジタル庁は、公的機関などで登録・公開
され、さまざまな場面で参照される、人、法人、土地、
建物、資格などの社会の基本データを収録した統
合データベース「ベースレジストリ」の構築を担当
するとされ、デジタル社会における基幹的なデータ
ベースとして、官民を通じたデータ流通基盤の一翼
を担うことが期待される4。また、デジタル庁の後押
しを受け、産官学の連携により分野を超えた公正で、
自由なデータ流通と利活用を実現し、国内はもとよ

り世界と連携し貢献を図ることを目的として、一般
社団法人データ社会推進協議会（英名：Data 
Society Alliance）が2021年より活動を開始する
予定となっている。データ社会推進協議会には、国
内の IT関連企業はもとより、複数のデータ流通に
関連した法人が参加しており、「データ利活用により
イノベーションが持続的に起こる世界」の実現をビ
ジョンに持ち、「世界規模で活用可能なデータ流通
基盤を整備する」ことをミッションの一つとしている5。

こうした取り組みと相まって、民間企業における
データ活用の深化が行政のデジタル化を刺激し、
行政のルールや仕組みを変え、それが民間にオー
プンデータという形で還元されるという新たなデー
タバリューチェーンが誕生するはずだ。一企業の経
営だけでは成しえなかった変革能力の獲得が、今
後国を挙げての基盤づくりとして進展していくであ
ろう。近い未来に現れるであろう新たなデータバ
リューチェーンの変化に対応するために、今がまさ
に、データプラットフォームの構築や改善に向けて、
乗り遅れることなく着手すべき時といえるのではな
いだろうか。
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サイバーハイジーンの原則と実践を
強化することで、企業はゼロトラストの
メリットを十分に享受できる

サイバー基礎の強化

セキュリティ技術の自動化

山積みにされたセキュリティ技術を簡素化、統合、
自動化することで、セキュリティチームの効率は向上し、
セキュリティプロセスと運用を合理化することができる

ゼロトラストにより、それを支える自組織の
セキュリティアプローチ、スキル、プロセス、
技術について再考することになる

サイバー組織の再考

ゼロトラスト：決して信頼せず、常に検証する
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クラウドが主流となる現在、複数のクラウドプロバイ
ダに跨ってサービスを利用する企業には、これらのテ
クノロジーを保護する責任がある。企業がデータ、イ
ンフラ、およびそのほかのサービスをホストし管理す
るために第三者のベンダーへ依存することが多くな
るにつれて、アタックサーフェスが拡大する。ある調
査では、調査対象企業の59％が、ベンダーまたはそ
のほかの第三者に起因するデータ侵害を経験してい
た1。別の調査では、複数ベンダーのソリューション
利用に起因するセキュリティインシデントは、単独の
ケースに比べ、13倍の経済的損失をもたらすと結論
付けている2。

実際、従来の境界防御型セキュリティでは、組織内
のネットワークに接続されているユーザとデバイス
の信頼性を前提としている一方で、資格情報の盗難

がセキュリティ侵害の4分の1以上を引き起こして
いる3。

例えば、平日は自宅から定期的にログインし、週末
はカフェから定期的にログインする従業員のケース
を考えてみる。その従業員のユーザ名とパスワード
が土曜日の夜に東欧のどこからか使われた場合、
従来の方法では接続が許可されてしまう可能性が
ある。しかし、ゼロトラストアーキテクチャは、リスク
ドリブンかつコンテキストアウェアネス（物事の状況
や変化を認識しアクセス制御を行う）を特徴とする
ため、不整合を認識し、アクセス要求を自動的に拒
否し、アラートを生成する。自動応答機能をトリガー
し、ユーザの資格情報が侵害された可能性がある
場合、ユーザのアカウントを一時的に無効にするこ
とが可能となる。

従来型の「城を堀で防御する」サイバーセ
キュリティモデル（境界防御型モデル）は、
安全なネットワーク境界の存在や仮想プ

ライベートネットワーク（VPN）経由での従業員ア
クセス、および第三者のリモートアクセスが前提と
なっており、特にビジネスモデルや働き方の変遷に
伴い、進化するサイバーセキュリティの脅威に対抗
できなくなっている。例えば、クラウドやハイブリッド
IT環境への移行により、クラウドベースのシステム
や、リモートワーカー、接続デバイス数が増加してい
き、ネットワーク境界は絶えず拡大し雲散霧消して
いく。スマートデバイス、5G、エッジコンピューティ
ングやAIの台頭により、さらに多くのデータ、接続
ノード、および拡大したアタックサーフェス（攻撃可
能面）を生み出している。

ゼロトラスト：決して信頼せず、常に検証する
さまざまな接続境界を持つ時代におけるセキュリティ

トレンド6
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ゼロトラストアーキテクチャの適切な設計と技術に
より、シンプルで、モジュール型の環境を構成し、
ユーザアクセスの制御と管理を簡易化する。セキュ
リティスタックを合理化することで、管理上の問題を
解消し、運用上のオーバーヘッドを大幅に削減し、
そしてユーザを数万人レベルにまで拡張することが
できる。同様に、従業員、請負業者、クラウドサービ
スプロバイダやそのほかのベンダーのオンボーディ
ングが、より効率的で、柔軟性、応答性、安全性の
高い形で実施できるようになる。

自動化機能とオーケストレーション機能を組み込み
慎重に設計されたゼロトラストアーキテクチャは、
DevSecOpsやNoOpsといったほかの自動化され
た ITプラクティスと連携し、拡充させることもできる。
テクノロジーエコシステムを横断したAPIを利用す
ることで、一貫した制御レイヤを提供することができ、
ゼロトラスト方式でシステム管理を容易に行うこと
が可能となる。加えて、クラウドベースのサービスを
利用することで、クラウドベンダーによる十分で継
続的なセキュリティ投資の恩恵を享受することが可
能となる。

ゼロトラストアプローチの最後の重要な要素は、
ネットワーク、データ、アプリケーション、ワークロー
ド、およびそのほかのリソースを個別管理可能な単
位にマイクロセグメント化し、侵害を封じ込め、セ
キュリティ制御を可能な限り低いレベルで包むこと
である。最小権限の原則に基づきアクセスを制限す
ることで、最小限のユーザ、アプリケーション、およ
びデバイスのみ、データとアプリケーションにアクセ
ス可能となる。

スマートデバイス、5G、 
エッジコンピューティング、 
およびAIの台頭により、 
さらに多くのデータ、接続 
ノード、および拡大した 
アタックサーフェスを 
生み出すことになるだろう。

ゼロトラストは、セキュリティアーキテクチャから信
頼を前提とした考え方を取り除き、すべてのアクショ
ン、ユーザ、およびデバイスを認証することによって、
より堅牢で回復力のあるセキュリティ体制を実現す
ることができる。ゼロトラスト化することで、ユーザ
が効率的に働くために必要なツールやデータに
シームレスにアクセスできるというエンドユーザの
「個のメリット」が、「組織の便益」へと昇華されて
いく。

ゼロトラストがもたらすメリットが積み重なるにつれ
て、企業のゼロトラストへの取り組みが拡大してい
る。世界のゼロトラスト市場は2024年までに386
億米ドルまで成長すると予想されており、2019年
から20％増加すると考えられる4。

基本的なサイバーハイジーン 
の強化

ゼロトラスト思考への転換は、セキュリティアーキテ
クチャ開発を方向付け、既存のセキュリティ投資と
プロセスに基づく設計原則をもたらす。アクセス制
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御を実施するには、企業は自身のデータや資産の
状況を認識している必要がある。また、基本的なサ
イバーハイジーン（サイバー衛生管理）の原則と実
践に後れを取っている企業は、ゼロトラストのメリッ
トを十分に享受することが難しい可能性がある。基
本的な考え方は以下の通り。

• データの把握と分類
データガバナンス、インベントリ、分類、および
タグ付けが重要である。適切な信頼区間の設定
とアクセス制御を行うために、企業は、データ
自体、データの重要度、データの格納場所、デー
タの分類、タグ付けの方法と、データにアクセス
する必要のあるユーザとアプリケーションを理
解する必要がある。

• IT資産の把握と攻撃可能面の管理
多くの企業は、クラウドリソース、IPアドレス、サ
ブドメイン、アプリケーションマッピング、コード
リポジトリ、ソーシャルメディアアカウント、その
ほかの外部またはインターネット接続のあるIT
資産など、すべての ITリソースをリアルタイムに
更新したインベントリ情報を持ち合わせていない。

そのため、アタックサーフェス全体に渡るセキュ
リティ上の問題を特定することは不可能である。
各 IT資産を取り巻く、リスクベースのポリシー判
定を円滑に進めるためには、自社のエンタープ
ライズIT環境を理解することが重要となる。

• 構成管理およびパッチ管理
主要なテクノロジーシステムのベースラインと
なる構成情報の効率的な管理と文書化、適切
なパッチの展開とパッチ適用後のシステムテス
ト実施、変更された構成情報の文書化ができな
ければ、対象となるシステムへの変更を容易に
特定し、リスク管理を行うことは不可能である。
悪意ある攻撃者は、あらゆる脆弱性を悪用して
企業内に足場を築くことを狙ってくる。

• IDおよびアクセス管理
適切なユーザ、デバイス、そのほかの資産に対
して、テクノロジーリソースへのアクセスを適切
に許可していくには、企業は IDライフサイクル
管理プロセスを標準化し、自動化する必要があ
る。例えば、IDスタックのクラウド移行や、
IDaaS（identity-as-a-service）の活用、物理

的な生体認証、行動のモニタリング、条件付き
アクセスといった高度な認証方式を実装するこ
とで、重要なリソースを保護し、効率的なユー
ザエクスペリエンスを維持しながら、従来型の
境界を越えて運用を拡張できる。

• 第三者リスクの管理
企業が自社のリスクの全体像を完全に把握する
ためには、第三者ベンダーからサプライヤを含
めたサプライチェーンやエコシステムのパート
ナーに関連するサイバーリスクをより明確に把
握する必要がある。

• ロギングおよびモニタリング
潜在的な悪意のあるインシデントや問題を特定
するために、セキュリティチームは、高度なAI
機能と機械学習機能を備え、自動的にログを記
録し監視を行うシステムを必要とする。このシス
テムにより、大量の詳細な「ログ」、および社内
外のシステム、セキュリティコントロール、ネッ
トワーク、および各プロセスによって作られた「ア
ラート」から、データの追跡、分析、関連付けを
行うプロセスを簡素化することが可能となる。
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セキュリティの自動化と 
オーケストレーション

多くのセキュリティオペレーションセンター（SOC）
チームは、自社のテクノロジーやセキュリティ対策
によって生成される大量の情報に対応し続ける必要
に迫られている。断片化されたセキュリティアーキ
テクチャや、さまざまな分断されたツールによって
生成される継続的なアラートやデータストリームを、
監視し、管理し、対応しなければならない。

ゼロトラストの考え方で認証と認可を実現するため
に、リスクファクターの数と性質（例えば、ユーザ、
デバイスや資格情報のほか、場所、権限、アプリケー
ション要件、振る舞いといったコンテキストデータ）
を検証することで、監視、意思決定、執行、および
監査において、より自動化されたアプローチを採る
ことが可能となる。

ゼロトラストアーキテクチャの構築には、多くの既存
のセキュリティテクノロジーが活用できる。より効率
的な自動化とオーケストレーションを実現するため、
ゼロトラストを目指す際は、セキュリティスタックを
合理化し、不必要で重複するテクノロジーデータ量
の増大と検出・応答の遅延や、システムの保守と管
理の複雑化につながるテクノロジーを排除する必要
がある。

簡素化されたセキュリティスタックを使用すると、
API接続を介して、既存のシステムやツールをSOAR
（Security Orchestration, Automation, and 
Response）プラットフォームに統合できる。これに
より、ワークフロー、反復処理や手動タスクを自動
化し、データフローやアラートをSOCへ連携できる。
SOARプラットフォームは、トリガーされたイベント
へコンテキスト情報を追加し、識別された既知の脆
弱性を自動修正できるため、受信アラートや通知へ
のSOCチームによる遅滞ない対応を可能とし、運
用効率と精度を向上させ、応答時間を短縮させるこ
とができる。

ゼロトラストアーキテクチャ 
の構築には、多くの既存の 
セキュリティテクノロジーが 
活用できる。
ある大手金融機関のシニアテクノロジーリーダーは
次のように述べている。「ゼロトラストアーキテクチャ
への移行は、特にレガシーテクノロジーと多くの技術
的負債を抱えた大企業では、大きすぎる取り組みの
ように思えるかもしれない。この取り組みを管理可能
な大きさに分割して、エンドポイントセグメンテーショ
ンの展開など、控えめでも成果を見えるようにし、そ
の成果をゼロトラスト実現という大きなストーリーの
一部として捉える必要がある」

サイバー組織の役割を 
再考する

ゼロトラストはセキュリティの管理方法における哲
学的な変化を表しており、実現には企業全体の文
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化的な変化を必要とする。すべての主要な利害関
係者が、企業をよりセキュアにすることに強い関心
を持つような文化を作ることが、ゼロトラストへの
信頼を築くのに役立つ。

例えば、ゼロトラストはサイバー従業者の日常業務
を大きく変える可能性がある。ゼロトラストアーキテ
クチャを設計し、継続的に改良し、進化させるため
に、企業はより多くのサイバーエンジニアリングスキ
ルを必要とするだろう。また、SOCの役割も進化す
る可能性がある。セキュリティアーキテクチャが、手
動の日常的なタスクとプロセスを人に代わって実行
することで、それらは正確で自動的な意思決定と迅
速な応答時間に置き換えられ、SOCスタッフは、人
による分析を必要とする重大なセキュリティ問題や
高リスクのインシデントに専念できるようになる。組
織は、新しい自動化された運用フローに対応できる
よう再構成が必要になるほか、退屈な日常業務で
はなく戦略的な活動に重点を置くよう、セキュリティ
アナリストを再教育することも重要となる。

さらに、ゼロトラストの原則を最初からすべてのビジ
ネスイニシアティブに組み込むために、セキュリティ

チームと彼らがサポートするビジネス部門との間で、
より多くのコラボレーションと統合が必要となる。業
務システムの所有者は、セキュリティ計画にこれま
で以上に深い関与を求められるようになる。例えば、
正常なシステム動作とアクセス要求をセキュリティ
チームがより深く理解できるよう、ビジネス部門は、
誰がアプリケーションにアクセスし、どのように利用
するのかを明示することが考えられる。ビジネス領
域では、アクセス権を制限することや、より細かく制
御することなど、システムアクセスについてもっと意
識的になる必要がある。

進むべき道
ゼロトラストアプローチは、製品、ソリューション、
プラットフォームなどではなく、企業のセキュリティ
に対する考え方を根本的に変えるものである。効果
的なゼロトラストセキュリティアーキテクチャへの移
行プロセスは、短距離走ではなくマラソンとなる傾
向があり、組織は、基本的なサイバーセキュリティ
の問題に取り組み、セキュリティの自動化とオーケ
ストレーションを受け入れるだけでなく、そのような
考え方の変化に伴う組織的および文化的な変化に

備える必要がある。ゼロトラストの考え方への信頼
を構築するには、サイバーや IT部門から、ビジネス
領域のシステム所有者やアプリケーションのエンド
ユーザまで、さまざまな関係者を巻き込むことが必
要である。ビジネス目標に沿った反復的かつ漸進
的なアプローチこそが、ゼロトラストの価値を実証
し、ステークホルダーの信頼と受容を高めるのに役
立つ。

132ゼロトラスト：決して信頼せず、常に検証する1 2 3 4 5 6 7 8 9



最前線からの 
学び

ゼロトラスト思考がデジタル成長を 
可能にする

多くの世界的な製薬企業と同様、武田薬品工業（以下、タケダ）は
52,000人を超える従業員、数千社を超える研究パートナー、ロジス
ティクスパートナーや第三者サービスプロバイダに加え、患者、医師、
そのほか医療従事者なども含めた、社内外の多様なステークホル
ダーとの間で、変革やコラボレーションを生み出し、医療のさらなる
発展に貢献している。アプリケーションやシステムへのアクセスを外
部の広範なエコシステムにまで拡大することが求められ続けており、
東京に本社を置く製薬最大手の同社は、ゼロトラストベースのセキュ
リティアーキテクチャへの移行に乗り出した。

「企業の内部と外部の境界はもはや意味をなさず、スケーラブルでは
ないことに気づいた」と、最高情報セキュリティ責任者（CISO）の
Mike Towersはいう。「すべての接続要求がインターネット上の未知
のアクセスデバイスから送信されており、それらのデバイスを予測ま
たは制御できないと仮定した場合、ゼロトラストの考え方が、前進す
るための優れた方法となる5」

これまで、社内アプリケーションへのアクセスは、タケダネットワーク
へのアクセスを許可する必要があり、これによって、本質的には関連

性のないほかの社内アプリケーションにもアクセスが可能となってし
まっていた。「この付随的にアクセスできてしまうシステムへのアクセ
ス可否を手動で管理し制限することもできたが、常に適切な状態に保
ち続けることは非常に困難である」と、情報リスク管理のグローバル
責任者であるScott Sheahenはいう。「ゼロトラストアプローチによ
り、付随的なシステムへのアクセスを排除し、将来のサイバー攻撃に
より悪用されうる手段を削減する。現在は、細分化されたポリシー
ベースの制御により、必要なリソースにのみアクセスできるようになっ
ている」

このアプローチにより、ユーザは、クラウドベースのアプリケーション
サービスと、社内のサーバやデータセンタに配置されたレガシーシス
テムが混在するタケダの複雑なインフラ環境を、より効率的に利用で
きるようになり、複数のファイアウォールやVPNを介してシステムにア
クセスする際の問題を解消した。ゼロトラストへの移行は、新型コロ
ナウィルス（COVID-19）の感染拡大前から行われていたため、同社
は世界中の社員の在宅勤務への移行を確実に実行することができた。
「最初にパンデミックの影響を受けた中国の社員は在宅勤務の経験
が少なかったため、在宅勤務への移行を正しく行うことが非常に重要
だった。ゼロトラストベースのアクセスに移行することで、中国を在宅
勤務のモデルとして大胆かつ迅速に移行させることができた」と
Towersはいう。

133ゼロトラスト：決して信頼せず、常に検証する1 2 3 4 5 6 7 8 9



「移行期間中はビジネス部門と明確に期待値を共
有することが重要である」とグローバルのセキュリ
ティアーキテクチャおよびエンジニアリングの責任
者であるThomas Likasはいう。彼は、ゼロトラス
トへの移行を計画しているセキュリティおよび IT部
門に、当初からビジネス部門と連携することを推奨
している。「IT部門ではなくビジネス部門がアプリ
ケーションへのアクセスと使用方法を最もよく理解
している」と彼はいう。「ゼロトラストの世界では、
今後、誰がシステムとデータにアクセスすべきかを
ビジネス部門が決定する必要がある」

「この知識は、当初からアクセスモデルに組み込ま
れている必要がある。ビジネス部門にとってこれは
大変な作業のように思えるかもしれないが、副次的
な効果として、組織としてのアプリケーションの全体
像の把握につながる」と、Likasは続ける。

Towersは、企業のリーダーがゼロトラストの多大
な利点を理解すれば、大部分の企業は必然的にゼ
ロトラストの考え方を採用するだろう、と考えている。
「率直にいって、ゼロトラスト以外の方法では、企業

がデジタル的にもテクノロジー的にも拡張すること
はできない」と彼はいう。

ゼロトラストは「新たな境界」 
を確保する

ゼロトラストアプローチは、エネルギー業界に製品
とサービスを提供するグローバル企業である
Halliburtonの、戦略的なビジネス目標達成の支え
となっている。数年前、同社は業務効率化の一環と
して、コスト削減と生産性向上のために、クラウド、
モバイル、および産業用 IoTプラットフォームの採用
を開始した。同時に、Halliburtonのベンダーと
108社のサプライヤが自社の製品とサービスをクラ
ウドへ移行し始めた。「データセンタからインター
ネットへコンピューティングリソースが分散したこと
で、従来のネットワーク境界が意味をなさないこと
に気づいた」とCISO兼 ITアーキテクチャ担当シニ
アディレクターを務めるMary Rose Martinezは
述べている6。「これがゼロトラスト戦略を策定する
契機となった」

Halliburtonのゼロトラストアプローチは、ユーザ、
ネットワーク接続、データの保護を中心としている。
「社員がネットワークに接続しているかどうかは重要
ではないという現実に向かっている」とMartinezは
いう。「新しい境界は、ユーザID、エンドポイントデバ
イスID、サービスIDのいずれであっても、IDが境界と
なる」

Halliburtonが約2年前にゼロトラストシフトを開始し
た際、同社はまず、多要素認証（IDの資格情報、オー
センティケーター、および登録済みデバイスの利用）
によるモバイルデバイスのセキュリティ確保に重点を
置いていた。その後すぐに、従業員の保護を強化する
ため、同社はクラウドベースのIDプロバイダに移行し
た。徐々に、VPNを使用せずにアクセスできるアプリ
ケーションの数は増え続けてきた。同社は長年に亘り、
最小権限、データ暗号化やそのほかのデータ管理の
原則を採用しており、非構造化データの分類と保護の
強化にも取り組んでいる。

Halliburtonのゼロトラストアプローチの一部である、
きめ細やかなセキュリティ制御により、さらなる統制の
とれたセキュリティ態勢が構築されている。ユーザの
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デバイスとエンドポイントを制御するため、インター
ネット経由で任意のデバイスへポリシーを配付してい
る。また、ゼロトラスト対応アプリケーションではVPN
アクセスが必要ないため、社員のユーザエクスペリエ
ンスを大幅に向上させている。

Martinezは、ゼロトラストは技術的な取り組みであ
るだけでなく、人的な取り組みでもあると強調してい
る。例えば、Halliburtonの社員が社内ネットワーク、
インターネット、オフィス、自宅のどこにいても、多要
素認証により保護されたアプリケーションにアクセス
する前に認証画面が表示される。このワークフローの
変更を実現するには、ユーザへの教育とユーザによる
深い理解が必要だった。「セキュリティ意識を高めるこ
とは、ゼロトラストアプローチの重要な要素である」
とMartinezはいう。「高度なフィッシング対応訓練を
含む継続的なセキュリティ教育プログラムを通じて、
ユーザのセキュリティ意識を高めることに努めている」

Halliburtonのゼロトラストの採用は継続的な取り組
みであり、多くのコンポーネントが絶えず変化し続け
ている。「技術の進歩は流動的であり、最終形は、常
に動き続ける的を狙うようなものである」とMartinez

はいう。「しかし、我々は強固で順応性のある基盤を
築き上げてきており、時間をかけてその上に新たな機
能を構築し続けることができる」
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私がセキュリティアナリストとして働いて 
いたとき、信頼の概念をコンピューティング 
に適用し、「デバイスは信頼できるもので、 
信頼されたがっているものである」として、 
人や企業がデジタル環境を擬人化していた 
ことに魅了された。

当時は、多くのCISOやCIOが、企業のファイアウォールの内側にあるものを
信頼するという考え方に固執していた。この内部対外部という考え方は、セキュ
リティポリシーを決定する変数となり、「信頼はするが検証する（trust-but-
verify）」という格言の下で運営された。「信頼はするが検証する」というモデ
ルでは、信頼が基準である。IDが検証されると、信頼できる状態となり、アク
セス権限が付与される。

しかし、信頼は人にのみ適用され、デジタル環境には適用されない。ID資格
情報が盗まれることや、ネットワークがハッキングされること、悪意のある内部

私の見解

John Kindervag 
Field CTO,
Palo Alto Networks
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必要がある。ゼロトラストは製品ではないが、ゼロ
トラストベースのセキュリティインフラは、さまざま
な製品を組み合わせることにより実現できる。ゼロ
トラストは、既存のセキュリティインフラを捨てて置
き換える必要もなく、むしろ、既存のテクノロジーを
活用してゼロトラストの考え方をサポートし、必要
に応じて新しいツールを追加する対応が必要である。

ゼロトラストの特徴は 
シンプルさである。
ゼロトラストの特徴はシンプルさである。すべての
ユーザ、パケット、ネットワークインターフェース、お
よびデバイスが信頼できない場合、資産の保護はシ
ンプルとなる。サイバーセキュリティ環境の複雑さを
軽減するためには、反復的な手動タスクの自動化、
複数のセキュリティツールやシステムの統合と管理、
および既知の脆弱性の自動修復によってそのシンプ
ルさを実現する、セキュリティ技術やツールの優先
付けが必要となる。

ゼロトラストは、一歩ずつ踏み出すのが最善となる
取り組みである。機密性やビジネス上の重要度に応
じて、可能な限り小さい単位の保護面（単一のデー
タセット、資産、アプリケーションや、サービス）か
ら優先的に始めることを推奨する。次に、各保護面
の周囲に最小限の境界を作成し、このマイクロセグ
メンテーション化された境界にて許可するトラフィッ
クを詳細に制御するようにする。

セキュリティチームは、より機密性の低い保護対象
について学習し、実践することが望ましい。そして、
アプローチを微修正し、信頼性を向上させるにつれ
て、より機密性の高い保護面や価値の高い保護面を
保護する方向に進む。時間をかけて多くのプラクティ
スを実践することで、最も重要な資産をゼロトラス
ト環境へ移行する準備が整う。最後に、価値の高い
資産が保護された後、セキュリティチームは重要度
の低い資産に焦点を合わせることができる。ゼロト
ラストの考え方を維持し続けることで、セキュリティ
テクノロジーやツールが進化しても、組織は自らを
保護できる。

関係者が信頼できる立場にいることがあり得る。つ
まり、ネットワークトラフィックの発信者が本当に信
頼できるかどうかを検証することは不可能である。
システムに対して認証された ID情報は、IDとして
の有効性が示されたに過ぎず、実際の人物ではな
いのだ。

CISOやCIOからサイバーセキュリティ戦略につい
て聞かれたことを受けて、私はゼロトラストという
概念を作った。この概念は、ネットワークユーザ、パ
ケット、インターフェース、デバイスは、ネットワーク
の内外を問わず、信頼すべきではないという原則に
基づいている。ゼロトラストとは、システムを信頼で
きるものにすることだと誤解している人もいるが、
実際には、信頼の概念をサイバーセキュリティ戦略
から排除することを意味する。これにより、すべての
ユーザ、パケット、ネットワークインターフェース、お
よびデバイスに、等しく信頼度「ゼロ」が付与される。

ゼロトラストは戦略またはフレームワークとして考え
るべきであり、企業は、信頼できるネットワークユー
ザとデバイスに対する考え方やアプローチを見直す
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ストラテジー
サイバーリスクは、CEOにとって高いリスクであ
る。セキュリティ侵害が企業、株主、顧客に損害

を与えると同時に、責任者の辞任につながることもある。
CEOは、特に顧客データに関連する場合、自社のセキュリ
ティ体制について世間から責任を問われることが多いため、
企業ブランドのレピュテーションと信頼の管理者としてこの
問題に取り組む必要がある。CRO、CISO、またはほかの適
任であるリーダーを指名することで、ユーザエクスペリエン
スを毀損することなく、データ、ユーザ、ネットワークの保護
を単純化するゼロトラストなどの新しいセキュリティ体制に
目を向けることができる。経営からトップダウンでセキュリ
ティを優先付けすることにより、組織がサイバー防御の強化
を重要なものとして位置づけることができる。

ファイナンス
サイバーセキュリティ侵害の報告は、CFOにとっ
て不快度が高い責任の一つである。このような

事態が発生した場合、CFOは監査役に報告し、取締役会、
規制当局、世間に回答するなど、適切な対応を取ることが
求められる。サイバーリスクが増大し、悪意のある者が組織
の防衛策に対し定期的に脅威を与える時代にあって、CFO
はテクノロジーの見識と、サイバーインシデントを軽減する
ために必要な意識付けをし、維持する必要がある。さらに、
特に重要な戦略的、物理的資産、金融資産に適用されるよ
うに、自社のセキュリティ態勢のリスクとメリットを明確に理
解した上で、ゼロトラスト化によりセキュリティを向上させる
必要がある。最終的には、ほかのリスクおよびセキュリティ
のリーダーと連携しながら、CFOは、ブランドのレピュテー
ションや株主の信頼などに対する脅威を予測し防止する、事
実上の危機管理責任者となり得る。

リスク
ゼロトラストは、インフラ、ネットワーク、および
データをより安全な方法で管理するための最新

標準に急速になりつつある。その概念には幅広いメリットが
あるにもかかわらず、多くの人はそれを単なるテクノロジー
の課題だと考えている。これを変えるために、CROは、今後
1年半から2年の間に、ゼロトラストへの適応を最優先課題
と考えるべきである。CROは、まず組織にとってのセキュリ
ティ上のメリットを明確にし、その後、CIO、CISO、そのほか
のリーダーと協力して新しいアプローチの徹底を図る。最終
的に、サイバーインシデントの頻度を減らしながら変革と歩
調を合わせつつ、リスク体制とプロセスを進化させることが
可能になる。

今後の展望
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ネットワークとサーバーの「信頼区間」
から離れることについて、どこまで
進んでいるか。次のステップは何か。

喫緊の課題に直面しているサイバー
セキュリティ組織のスキルや能力を
どのように改善していくべきか。
将来の課題にどう立ち向かうか。

ビジネス部門のシステム所有者を、
どのようにしてセキュリティ計画に
巻き込むべきか。より強固なアクセス
制限が必要なエリアを識別することで、
セキュリティ体制全体を改善できるか。

2

3

1

要点

さあ、
はじめよう

1391 2 3 4 5 6 7 8 9 ゼロトラスト：決して信頼せず、常に検証する



SENIOR CONTRIBUTOR
 
Wil Rockall  
Partner, Deloitte MCS Limited

Deborah Golden 
US Cyber & Strategic Risk leader

Deloitte & Touche LLP

debgolden@deloitte.com  

Mark Nicholson
Cyber & Strategic Risk marketplace 
development leader

Deloitte & Touche LLP

manicholson@deloitte.com 

Kieran Norton
Cyber & Strategic Risk infrastructure 
security solution leader

Deloitte & Touche LLP

kinorton@deloitte.com 

  

Arun Perinkolam
Cyber & Strategic Risk core 
infrastructure and network  
offering leader

Deloitte & Touche LLP

aperinkolam@deloitte.com 

Andrew Rafla
Cyber & Strategic Risk zero trust 
offering leader

Deloitte & Touche LLP

arafla@deloitte.com

執筆者

140ゼロトラスト：決して信頼せず、常に検証する1 2 3 4 5 6 7 8 9



6.    Mary Rose Martinez (CISO and senior director for 
IT architecture, Halliburton), phone interview with 
the authors, October 2, 2020.

1.    Business Wire, “Opus & Ponemon Institute 
announce results of 2018 third-party data risk 
study: 59% of companies experienced a third-
party data breach, yet only 16% say they effectively 
mitigate third-party risks,” November 15, 2018.

2.    RiskRecon, Ripples across the risk surface: A study 
of security incidents impacting multiple parties, 
accessed November 20, 2020. 

3.    Verizon, 2020 data breach investigations report, 2020.

4.   MarketsandMarkets, “Zero-trust security market 
by solution type (data security, endpoint security, 
API security, security analytics, security policy 
management), deployment type, authentication 
type, organization size, vertical, and region—global 
forecast to 2024,” accessed November 20, 2020. 

5.   Mike Towers (CISO, Takeda), Scott Sheahen (global 
head of information risk management, Takeda), 
and Thomas Likas (global head of security 
architecture and engineering, Takeda), phone 
interview with the authors, September 22, 2020. 

参考文献

141ゼロトラスト：決して信頼せず、常に検証する1 2 3 4 5 6 7 8 9



日本のコンサルタントの見解

はじめに

本編では、ゼロトラストは企業のセキュリティにかか
る考え方の変革であり、組織的および文化的変化に
備える必要があるということを述べている。グロー
バルにおいてゼロトラストに取り組む先進的企業は
このマインドシフトをきちんと受け止め全社的取り
組みとしているが、殊に日本においては真のゼロト
ラストの考え方が浸透しておらず、ともすればなに
か新しいツール導入の取り組みとなってしまってい
る。本稿では、ゼロトラストへの取り組みにかかり、
特に日本において陥りがちな誤解と、真のゼロトラ
ストに向けて取り組むべき要諦について述べていく。

なぜゼロトラストセキュリティが 
必要なのか

まず、従来の ITインフラ環境におけるセキュリティ
対策とはどのようなものだったのかと、今後の
ニューノーマルの世界で求められるセキュリティ対
策について、見ておきたい。

これまで各企業は、自社が構築したネットワークと
インターネットなどの社外との間にファイアウォー
ルを設置して境界を設け、境界内部のアクセスは信
頼するが、境界外部から内部へのアクセスや、境界
内部から外部へのアクセスは信頼できないものとし
て、サイバーセキュリティ上の脅威や不正アクセス
などから企業リソースを守るという考え方を採用し
てきた。これは、ペリメタセキュリティ（境界防御型
セキュリティ）と呼ばれている。

現在、我が国ではDX（デジタルトランスフォーメー
ション）への取り組みが活発になり、クラウドサービ
スの利用など、インターネット上で情報を扱うこと

が増えてきているほか、COVID-19への対応も含め
て在宅勤務やテレワークなど、勤務場所を社内に限
定しない働き方が広がってきている。クラウドサービ
スの利用については、Microsoft 365、Salesforce、
BOXなどのSaaSサービスの導入や、AWS、Azure、
GCPなどのクラウドコンピューティングサービスの
活用が各企業に広まっている。働き方改革やテレ
ワーク化が ITインフラに与える影響としては、社外
ネットワークから社内ネットワークへアクセスする必
要性がでてきていることや、社内ネットワークから社
外に企業リソースを持ち出し利用する必要性がでて
きている、ということが挙げられる。また、ビジネス
面からみても、サプライチェーンの多様化に伴う子
会社・関連会社や運用委託先などのパートナー会
社が自社システムにアクセスする必要性が出てきて
いることへの対応が求められてきている。さらに、
セキュリティ対策の見直しの要請を経営層からセ
キュリティチームが受けることも増えてきている。標
的型攻撃や、高度化する手口によるなりすまし、社
員や協業者による内部不正など、高度化するサイ
バーセキュリティへの対応が求められるようになっ
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てきている。さらに、情報システム部門が関知しな
い不適切なアプリケーションなどが利用（シャドー
IT）されることから生じる情報漏洩リスクなど、境界
防御をかいくぐる攻撃、脅威や、サイバーセキュリ
ティ上のリスクが増大してきている。

このように、クラウド活用により社内ネットワーク内
外に企業の情報資産が遍在し、高度標的型攻撃な
どの新たなセキュリティ脅威の存在や、働き方改革、
他企業とのビジネス推進などにより、社内ネット
ワーク外からも企業の保有する情報資産へのアク
セスが発生するような環境下において、境界防御型
セキュリティだけでは対応できなくなっている。この
ような環境の変化に対応するため、現在注目されて
いるのが「ゼロトラストモデル」と呼ばれる情報セ
キュリティモデルである。

ゼロトラストとは

ゼロトラストとは、新しいソリューションを導入する
ことで実現するものではなく、なにか特定の部分的

な問題を解決するための手段でもない。ユーザ、エ
ンドポイント、ネットワーク、ワークロード、アプリケー
ションなどすべての要素を対象としており、end-to-
endでこれらの要素の通信と状態を可視化し、ポリ
シーとコンテキストに基づいて動的に監視、制御を
行い、自律的な運用を実現していくものである。そ
して、ゼロトラストとは、企業がセキュリティにかか
る考え方の変革であり、組織的および文化的にも変
革を続けていく取り組みとなるものである。

ゼロトラストにかかる誤解

企業としてゼロトラストというものに取り組まなけ
ればならないということは何となくわかっても、具体
的に何をすればよいのかということについては疑問
や混乱があるようで、日本企業の担当者から実際に
「ゼロトラスト製品を紹介してほしい」や「他社のゼ
ロトラストソリューション導入事例を教えてほしい」
といった問い合わせをよく耳にする。日本では、ゼロ
トラストにかかる大きな誤解があり、特定の新しいソ
リューションを導入することで、ゼロトラストが実現

されるという間違った理解が広まっているように感
じる。これは、多くのベンダーが「ゼロトラスト」と
いうキーワードを用いて、自社製品はゼロトラストソ
リューションであるというメッセージを発信している
ことに起因していると思われる。

よくある誤解の一つとして、「テレワークを実現する
のはゼロトラスト」という事が挙げられる。
COVID-19拡大による緊急事態宣言への対応とし
て、多くの企業が部分的あるいは全社的にテレワー
ク化を推し進めているが、リモートから社内システ
ムを利用できないことや、VPN接続にかかるネット
ワーク帯域の逼迫により業務効率が低下するといっ
た問題に直面し、テレワークによる問題を解決する
ためにゼロトラストネットワークソリューションが必
要という話をよく聞く。本質的な問題は、拠点やテ
レワークの接続において、VPNでオンプレミスの
データセンタに接続するというデータセンタ集中型
のネットワークアーキテクチャであるため、アクセス
集中時にネットワーク帯域が逼迫するということで
ある。アクセスの集中に対してスケーラブルなネット
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より制御することは極めて重要な対策であり、認証
の強化やアイデンティティーは、ゼロトラスト実現に
必要不可欠な対策である。しかし、認証基盤はあく
までゼロトラストの構成要素の一つであり、「認証基
盤を導入することがゼロトラストである」と思うこと
は間違いである。

ゼロトラスト実現にむけた要諦

ゼロトラストを実現するには、ユーザ、エンドポイント、
ネットワーク、ワークロード、アプリケーションなどす
べての要素を対象とし、状態の可視化、ポリシーと
コンテキストに基づいて動的に監視、制御を行ってい
くことが求められる。これらのゼロトラストにかかる
要素は、企業の保有するITインフラそのものである。
ゼロトラストだけでなく、DX検討、テレワーク推進、
働き方改革、ビジネス基盤のクラウド化など、企業
の多岐にわたる改革テーマを検討する際も同様に、
これらの ITインフラ要素にかかる検討が求められる。
ゼロトラストの検討は、これらの改革テーマと両輪
をなすよう、一緒に進めて行くことが必要である。

ゼロトラスト実現にむけた要諦の1点目は、ビジネ
ス部門も巻き込みながら、改革テーマの実現とゼロ
トラスト化の実現を両立できるよう、企業の次世代
ITインフラ全体の目指す姿を定義し、その実行計画
を策定していくという構想策定を行うことである。
ロードマップの検討にあたっては、まずはビジネス
として目指す方向性を踏まえ、自社のゼロトラスト
像の検討を行った上で、検討テーマごとにその実現
に向けた方針を明らかにすることが重要である。そ
して、実現のコンセプトや方針を踏まえて各インフ
ラ領域のあるべき姿を具体化し、最終的に、現実的
な状況も踏まえて、ロードマップに落とし込んでいく
ように進めていく。ゼロトラスト実現の道程は長く、
ゼロトラストを目指して変革をし続けていく道中は、
従来の境界防御型セキュリティのアーキテクチャと
ゼロトラストセキュリティのアーキテクチャを共存す
る形で運用していくこととなる。いつのタイミングで
どのように ITインフラ構成を変えていくのか、変え
続けていくロードマップを定義していくことが求めら
れる。

ワークとするため、物理的なデータセンタ集中型の
ネットワークから、クラウド型のネットワークアーキ
テクチャにしていくことでこの問題は解決できる。こ
の際利用されるソリューションとして、クラウドプロ
キシーやセキュアウェブゲートウェイ（SWG）が挙
げられる。ネットワークアーキテクチャをスケーラブ
ルにするためにクラウドベースのネットワークソ
リューションを活用することは正しい取り組みであり、
ニューノーマルの世界に向けた必要な取り組みの一
つである。しかし、「クラウドプロキシーやセキュア
ウェブゲートウェイ（SWG）を導入することで、ゼロ
トラスト化した」と考えてはいけない。

もう一つよくある誤解として、「認証基盤を導入する
ことがゼロトラストである」という思い込みが挙げら
れる。本編で述べられているように、ゼロトラストの
世界では、物理的なネットワーク境界は雲散霧消し
ていき物理的な境界はなくなるのだが、新たな境界
の概念として、IDが境界となるということが言及さ
れている。どのユーザによるアクセスであるかといっ
たことを検証できるようにするために、IDや認証に
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が多い。既存導入ソリューションの中で有効活用し
きれていないソリューションは多数あると想定され
るため、既存資産も有効活用した上で、不足してい
る部分を新規投資で補い、継続して運用していくこ
とが望ましい。

まとめ

ゼロトラスト実現にかかる検討要素は多岐にわたる
一方で、さまざまな技術要素に関連性があるため、
個別領域ごとに検討を進めていくと、個別最適にな
るだけではなく、企業 IT全体として目指す姿が総崩
れになり、ゼロトラストだけでなくその先にあるDX
やビジネス変革も失敗することになりかねない。重
要なことは、ビジネスとして目指す方向性を踏まえ
ゼロトラストの目指す姿を定義して構想策定を行っ
ていくことであり、近視眼的に既存環境の課題ベー
スでソリューション導入の追加投資をするかどうかを
判断するということではない。全体俯瞰の視点を持
てるようにするためには、外部リソースの活用も視
野に入れて検討することもよいと考えられる。例え

く、現実的には、既存の製品やソリューションを含め、
複数の製品、ソリューションを組み合わせて実装し、
運用していくことが求められる。企業をとりまくITイ
ンフラの要素としては、さまざまな技術要素が挙げ
られるが、すべて刷新しなければならないというこ
とではなく、組織に合ったゼロトラストのモデルを考
えながら作っていくことが重要である。各社ごとにゼ
ロトラストの実現の仕方は異なり、さまざまなパター
ンを組み合わせて実現していくことが求められる。

例えば、既存の ITインフラ環境の中に、end-to-
endで通信を可視化できる次世代ファイアウォール
のような製品をオンプレミスのデータセンタへ導入
しているとする。そのファイアウォール製品ですべて
の通信を監視しロギングするために、無理やり
SaaS利用の通信についてもデータセンタ内のファ
イアウォールを経由した通信経路としているかもし
れない。しかし、こういうときに限って、通常のファ
イアウォールとしての機能しか活用しておらず、ユー
ザ認証情報と連携していないため、動的に IDレベ
ルでのアクセスコントロールはできないということ

ゼロトラスト実現にむけた要諦の2点目は、特に日
本企業が陥りがちであるソリューションありきのマイ
ンドから脱却することである。最も危険な過ちは、
拙速に個別ソリューション導入プロジェクトを開始
することである。ネットワークソリューションだけ、
認証基盤ソリューションだけ、あるいは端末管理ソ
リューションだけといった個別最適で製品やソ
リューションを別々に導入・運用していてはゼロト
ラストを実現することは不可能である。恐らくさまざ
まなベンダーから、セキュリティに関するホラース
トーリーを突きつけられていることが想定され、一
足飛びにソリューション導入計画を立て、システムイ
ンプリを開始してしまうことが想定されるが、慌てて
ソリューション導入プロジェクトを始めてしまうこと
こそがホラーである。ソリューション選定の前に一旦
立ち止まり、ビジネスとして目指す方向性を踏まえ、
自社のゼロトラスト像の検討を行い、構想策定をし
ていくことが肝要である。

なお、ソリューションの導入については、すべて新し
いソリューションに置き換えていくということではな
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ば、デロイトがゼロトラスト検討の支援を行う際は、
必ず新しいビジネスや働き方の検討を踏まえ、ITイ
ンフラ環境をゼロトラスト化した場合のイメージを
アーキテクチャとして可視化し、その達成に向けた
ポイントや主要なタスクを明確化するという進め方
を行っている。外部リソース活用なども視野に入れ
ながら、全体最適の観点を持ち、ゼロトラストの変
革の取り組みを進めていただきたい。
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測定と管理

未来のオフィス

新たな働き方

デジタルワークプレイスの再起動

デジタルワークプレイスのテクノロジーとツールによって、
企業は、従業員の行動パターンの識別、予測、行動の支援、
パフォーマンス最適化に関する洞察を得ることができる

オフィスがコラボレーション、イノベーション、
会議のハブとなる中で、デジタル技術が、
オンサイト勤務の体験を向上させる

デジタルワークプレイスから得られるデータや洞察により、
作業プロセスやエンプロイーエクスペリエンスが改善し、
従業員がより良い成果を生み出す手助けとなる
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オフサイト（自宅や従来とは異なる場所）で仕事を
する従業員の数が増加するにつれて、多くの企業が
デジタルワークプレイスの必然性を受け入れ始めて
いる。デジタルワークプレイスでは、ビジネス目標
達成のために、オンサイトとオフサイトの従業員が
同期的に業務を遂行する。一部のリーダーは、デジ
タルワークプレイスの展望について、次のような懸
念を抱いている。

• 生産性
注意が散漫になる環境や監督不十分な状態で
は、コラボレーションが妨げられ生産性が低下
する可能性があり、また職場関係における支援
の欠如は、従業員の不満や離職を助長する可
能性がある。

• 関係構築とオンボーディング
強い人間関係がすでに築かれている場合はデ
ジタルワークプレイスに移行した後も維持され
やすいが、希薄な人間関係は消失しがちである。
また、リモート環境での新しい人間関係の構築
や、新規入社者の受け入れを行うことは難易度
が高い。

• 能力開発と学習
従業員の成長のために必要なスキルや有識者
ネットワークをリモート環境で維持・向上する
ことは難しい。

• イノベーションへの影響
セレンディピティ（予期せぬ偶然による探究と発
明を促進する相互作用）の喪失は、イノベーショ

COVID-19によって労働人口の大半がリモー
トワークを基本とした働き方に突然シフトし
たことで、仕事の在り方は従前のものから大

きく変化した。ある調査によると、COVID-19以前
のリモートワーカーは、労働人口のわずか15％で
あったが、パンデミック後は35％増加し、現在では
労働人口の半分が自宅で働くようになっている1。

多くの従業員がリモートワークを体感したことによっ
て、オフィス勤務をパンデミック以前の水準まで戻す
ことは難しくなった。人材派遣会社のRobert Half
の調査によると、リモート環境にシフトした労働者
の60％はワークライフバランスが向上したと答えて
おり、回答者の74％はパンデミックによる規制が緩
和された後もリモートワークを続けたいと考えてい
る、という結果が出ている2。

デジタルワークプレイスの再起動
データ活用による、リモートおよびオフィスでの新しい働き方の促進

トレンド7
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ン創出において、長期に亘り悪影響を及ぼす可
能性がある。

企業は、従業員が使用するツールやプラットフォー
ムから得られるデータを含め、デジタルワークプレ
イスのポジティブな側面を積極的に活用することに
よって、ネガティブな側面を最小化することができる
かもしれない。これにより、個人やチームのパフォー
マンスを最大化し、パーソナライズされたエンプロ
イーエクスペリエンスを提供できるようになり、従来
のオフィス機能を大きく損なうことなく、リモートワー
クを推進できるだろう。物理的な職場や本社機能の
進化に合わせ、企業はこうして得られたデータを活
用することで、リモート環境とシームレスに連携する、
より生産的で、よりコスト効率の高いオフィスを再構
築することができるようになる。

職場環境の測定・管理が 
容易になるデジタルワーク 
プレイス
測定していないものは管理できないとするならば、
デジタルワークプレイスは管理可能な環境であると
いえる。企業はデジタルワークプレイスのテクノロ
ジーとツールによって、個々の従業員のパフォーマ
ンスからチームレベルの生産性や企業全体の士気
に至るまで幅広く洞察を得られるようになる。また
それに基づき、行動パターンの識別とそれによる予
測、従業員のポジティブな行動の後押し、個人、チー
ム、組織のパフォーマンスの最適化を行うことが可
能になるであろう。

上記を実現するテクノロジーには、従業員とチーム
の活動状態や生産性に関する実践的な洞察を提供
するピープルアナリティクスソリューション、AI駆動
型パーソナルアシスタントや、従業員データから個
人に適した提案を生成しパフォーマンスを最適化す

るようなAIテクノロジー、作業プロセスの最適化や
意思決定、実行、返答を自動化するワークフロー管
理ソリューションなどが挙げられる。

バックエンドには、ゼロトラストアーキテクチャ（前章
「ゼロトラスト：決して信頼せず、常に検証する」を
参照）などの強力なサイバーセキュリティソリュー
ションに加えて、安全なリモートアクセスをサポート
し、仕事量に応じて柔軟に拡張可能なハイブリッド
およびマルチクラウドの環境とサービスが必要とな
る。従業員に安全なリモート環境を迅速に提供した
デロイトのユニファイドコミュニケーションインフラ
の責任者であるAaron Roeは、過去のインフラの
アップグレードが効果を発揮したと述べている。「す
でにクラウドベースのユニファイドコミュニケーショ
ン環境に移行していたため、データセンタに高い負
荷をかけることなく、企業全体を4日以内にリモー
トワークに移行することができた」と彼はいう。また、
「ゼロトラストセキュリティモデルへの移行により、
従業員はVPNなしで必要なリソースに安全にアク
セスできるようになった」ともいっている3。
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これらの基本的なテクノロジーに加えて、組織内の
情報フローを追跡するために使用されている組織
ネットワーク分析などのツールを併用することがで
きる。このような分析は、リモートワーク下の従業
員間の関係性を測定するのに活用可能である。例
えば、組織ネットワークから孤立した従業員を特定
することや、チーム間のコミュニケーションの度合い
を測定することなどが挙げられる。

職場のソーシャルメディアにより、チームが場所を問
わず従業員の力を活用し、協力しながらアイデアを
生み出すことや、以前はグループに閉じていたアイ
デア交換をオープンにすることが可能となる。また、
グリッド型式の従来型ビデオ会議は人々の脳に負担
をかけ、疲労を引き起こすことが実証されており、
仮想現実（VR：Virtual Reality）と拡張現実（AR：
Argumented Reality）をベースにした新しいビデ
オ会議ソリューションの実現も進んできている4。
ユーザはより自然な感覚で会い、対話、連携、協力
できる、オンラインビデオゲームに見られるような疑
似的なコラボレーション環境が実現されようとして
いる5。

最後に、コラボレーションツールが普及したことで、
チャットベースの作業環境、ビデオや電話会議、個
人およびチームのプロジェクト・タスク管理、ホワイ
トボードやブレインストーミング、ファイル共有やスト
レージといったさまざまなテクノロジー投資を、コ
ラボレーションに関するエコシステム戦略を通じて
最適化することができる。コラボレーションツールを
整理し、シームレスに統合、構築し、連携された形
で使用することで、複雑で反復的なワークフローや
アラートを減らすことができる。これによってチーム
の生産性が向上するだけでなく、リーダーが従業員
をよりよく理解し、管理するためのデータや洞察の
品質を向上させることができる。

従業員のデジタル活用状況を測定することによって、
企業は直感と仮説に基づく意思決定から脱却する
ことができる。また、透明性の観点からデータの使
用方法や測定対象とその理由を明確にすることに
よって、プライバシーに関する懸念にも対応できる。
そして、個々のパフォーマンスに焦点を当てるので
はなく、データを集約し匿名化することによって全
体の傾向を把握し、それに対して適切なアクション
をとることができるようになるであろう。

測定と管理能力の発展が 
新たな働き方を促進する

デジタルワークプレイスへの移行は、アナログLPか
らデジタルCD、そして後のMP3やストリーミング
サービスへの進化を想起させる。この進化は、測定
可能性、ポータビリティ、スケーラビリティといった
無数のメリットをもたらした。測定したデータを基に、
これまでの視聴習慣に基づいてユーザに楽曲や
アーティストを提案するサービスの提供が可能にな
り、よりカスタマイズされたファン体験を作り出すこ
とができた。

同様に、職場での成功と失敗に最も密接に関連す
るデータや行動を理解することで、企業は業務プロ
セスの改善や、個人に合ったエンプロイーエクスペ
リエンスの創出を行い、より良いエンゲージメントと
成果を生み出すことができるようになるであろう。
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アジリティが高い企業は、リモートワーカーのデー
タから実態を把握し、それにより新しい働き方を開
発するだろう。仕事のやり方やコラボレーションの方
法が標準化されるにつれ、新たな仕事のパターンか
ら抽出された知見は、より正確で価値あるものにな
るだろう。

測定していないものは 
管理できないとするならば、 
デジタルワークプレイスは 
管理可能な環境であると 
いえる。
エンプロイーエンゲージメントとウェルビーイング
リモート環境下では、生産性が低下している、ある
いは退職の恐れがある従業員を管理者が特定する
難易度が上がる。デジタルワークプレイスで生成さ
れたデータの活用により、管理者はストレスや燃え

尽き症候群に悩む従業員を特定し、積極的に関わ
ることで、仕事へのコミットメントの低さや他者への
尊重の欠如などの課題に対処することができる6。
退屈な状態、ストレス、疲労レベルなどの心理学的
データにより、リーダーはより効果的にタスクを割り
当てることや、燃え尽き症候群を防ぐことができる。
また、従業員が自らのキャリア目標を管理し、生産
性を高めながら適切にチャレンジできる環境を整え
ることもできるであろう。

フレキシブルワークプレイス2.0
デジタル化は、ワークプレイスの革新における新た
な時代の幕開けといえる。音楽配信サービスでは、
好みに基づいて個人別にカスタマイズされたデータ
ドリブンな体験をユーザに提供している。同様に、リ
モートワーカーのデータと予測分析により、組織は
個人の経験や好みに基づいた高品質でカスタマイ
ズされた体験を従業員に提供し、将来的には組織
を支援するAIによるデジタルコーチが従業員の興
味やスキルに合った仕事を提供できるようになるで
あろう。デジタルコーチは、従業員が成長機会にチャ

レンジするために必要なスキルや経験を把握し、従
業員の行動、コラボレーション、専門スキルをリアル
タイムで改善するための提案を行ってくれるはずだ。

デジタルセレンディピティ
コラボレーションチャネルで生成されたデータによっ
て、従業員間のコミュニケーションや関係性を可視
化することができ、組織体制とは異なる非公式な影
響力の構造が明らかになる。それにより、イノベー
ションの推進を支える偶発的かつ組織横断的なネッ
トワークを育むために開発、強化すべき人間関係を
特定することができる。コラボレーションツールは、
個人やチーム間のコミュニケーションを促進するこ
と、メンターや同じ考えを持つ同僚とのつながりを
提案することや、新規入社者をチームメイトや同僚
につなげる支援をすることができる。社内の人材
マーケットプレイスは、社内外における関係性構築
の機会、メンター、チャレンジングなアサインメント
や、人材ローテーションプログラムを従業員に提案
し、管理者はこれは必要な人材獲得に役立てること
ができる。
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オフィスは終わった、 
オフィス万歳 !

物理的なオフィスはパンデミックによって存亡の危
機に見舞われているかもしれないが、ノックアウト
されたわけではない（一方で、毎日の通勤は瀕死
の状態である）。しかし、eコマースが消費者と小売
業者の実店舗に対する考え方を変えたのと同様に、
リモートワークの大規模な導入は、企業と従業員の
物理的な職場に対する考え方を変えた。

例えば、従業員はリモートワークの柔軟性を望むが、
大半は本社が仮想世界にシフトすることへの心の準
備はできていない。ある調査では、従業員の約4分
の3が自宅とオフィス両方での作業が好ましいと回
答している7。別の調査からは、特にミレニアル世代
とZ世代の従業員にとって、対面での人間関係がオ
フィスの主な魅力であることが分かっている8,9。

物理的なオフィスは 
パンデミックによって存亡の 
危機に見舞われているかも 
しれないが、ノックアウト 
されたわけではない。

これらの競合するニーズに対してどのように折り合
いをつけるか。オフィスはなくならないかもしれない
が、以前の姿に戻ることもないと思われる。企業は、
従業員が経験したいと思っている刺激的な環境を
作ることが、彼らを職場に呼び戻すための最良の方
法であることに気づくだろう。建築デザイン会社の
Genslerが予想するように、COVID-19後の職場
は人々が単に働くための場所ではなく、チームが対
面、交流し、つながる場所へとシフトするだろう10。

そこで求められるものは、柔軟に変更可能な作業
環境、テクノロジー主導のワークプレイスサービス、

そしてコラボレーションやイノベーションを犠牲にす
ることなく必要十分な人と場所を管理する新しい方
法である。オフィスがプロジェクトチームのコラボ
レーションハブ兼クライアント会議のためのクリエイ
ティブセンターとして進化すると、入社受け入れのよ
うな重要なイベントを中心に、特定の目的でのオ
フィス利用がリモートワークを補完する、ハイブリッ
ドなワークスタイルが主流となるだろう。COVID-19
の発生当初、コワーキングスペースの利用者はすぐ
に減少したが、長期的に見ればリースのキャンセル、
または再交渉をしている企業にとっては、より柔軟
で安価なオフィスの選択肢になり得る。

未来のオフィスには、リモートでの職場環境におい
て使用されているものと同じデジタルテクノロジー
やツールが導入される可能性が高い。デジタルワー
クプレイスでエンプロイーエクスペリエンスをパーソ
ナライズできたように、物理的な職場体験も同様に
強化できるであろう。

デジタルワークプレイスの再起動 1531 2 3 4 5 6 7 8 9



オフィス設備は、リモートワーカーとの仮想的なコ
ラボレーションをより容易に行えるよう見直される
可能性が高い。例えばデロイトのオフィスでは、すべ
ての会議室や電話ブースで、主要なアプリケーショ
ンと連携可能な、プラットフォームに依存しないビデ
オ会議ソリューションが設置される予定である。我々
のチームは、テクノロジーによって、オフィスからの
参加者とリモートからの参加者との間に同等の体
験を生み出す方法を模索している。デロイトの役員
会議室には、高度な光学機能を備えたカメラとノイ
ズキャンセリングマイクが各座席に設置されており、
リモート参加者がよりリアルな体験を得られるよう
になっている。

AIを活用し、オフィス内での会議の日時と場所を整
理することで、スペース利用の最適化と、チームコ
ミュニケーションの促進が可能となる。また優れた
オフィス設計により、企業は実際のビジネス価値を
生み出す対面での会話や雑談、廊下での自然な出
会いなど、従来のオフィスの価値を測定できるよう
になる。その分、未来のオフィスの投資収益率は、
これまで以上に慎重に検討されていくであろう。

進むべき道
リモートワークの大規模導入が強いられたことを受
けて、多くの組織では、リモートとオフィスで働く従
業員が、それぞれ業務を遂行できるデジタルワーク
プレースを構築し、管理する方法を検討している。
従業員が活用するツールとプラットフォームによって
生成されるデータにより、組織は個々の生産性と
チームのパフォーマンスを調整しながら、カスタマイ
ズされたエンプロイーエクスペリエンスを提供し、オ
フィススペースを最適利用できるようになる。従業
員がオフィスに戻る際にも、このデータはオフサイト
チームとオンサイトチームとの連携作業に役立ち、
リモートとオフィス双方の従業員に対して同様のエ
クスペリエンスを提供できることとなるであろう。
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リモートワークの展開を成功に導く 
新しいツールの導入とタイミング

「最新のツールを適切なタイミングで導入することで、パンデミックに
よるリモートワークへの流れを乗り切ることができた」と、情報サービ
ス・グローバルメディア企業のThomson ReutersのCTOである
Rob Newnes-Smithは振り返る11。2020年3月にThomson 
Reutersに所属する従業員25,000人の大多数がリモートワークを
開始した。同時期にコラボレーションツールや業務効率化ツールを含
むクラウドベースの業務システムやプラットフォームの大規模なグ
ローバル展開を行った。その結果、従業員がリモートワークへ即座に
順応し、生産性を維持することができた。

Thomson Reutersのほとんどの従業員は短期的なリモートワーク
の経験があり、その働き方にも慣れていたが、長期的かつロックダウ
ンのような状況はこれまで経験したことがなく、部分的にしかその影
響を見通すことができなかった。特に、自宅で子供が学習している、
あるいは高齢者を介護している場合、従業員の日常生活に顕著な影
響があった。経営層は、リモートワークであったとしても、コーポレー

トカルチャーを維持することが重要だと考えていた。コミュニケーショ
ン方法としては、卓上電話はほとんど利用することがなくなり、自宅
からのビデオ会議ツールを日常的に利用することとなった。多くのカ
ルチャーに根付く職場での「作法」に慣れた従業員は、自宅で働くカ
ジュアルさに違和感を感じるケースも見られた。そのため、現場のチー
ムリーダー層は、子供やペットによるWeb会議の中断など、リモート
ワークではプライベートとの境界線を保つことは難しいと認識し、自
らカジュアルな服装や自宅内を映すことで、ありのままでいることや
思いやりを大切にする意識を醸成しようとした。

Thomson Reutersは、生産性の高いリモートワーク環境整備の成
功を踏まえ、パンデミック後の就業体験を定義しようとしている。適
切なタイミングで行われたシステム刷新により、パーソナライズされた
情報アクセス、業務実行時のAIによるサポート、経営幹部へのデー
タに基づく深い洞察提供を実現し、「ネクストノーマル」への適応にお
いて有利なポジションを確保できた。Newnes-Smithは、地方拠点
とホームオフィスを日常的に使い分け、それによってにそれぞれの良
い面を楽しむことできるだろうと構想している。例えば、リモートワー
クの柔軟性、対面でのコラボレーション、日常的な交流、偶然の出会
いなどである。

最前線からの 
学び

デジタルワークプレイスの再起動 1551 2 3 4 5 6 7 8 9



今後、Thomson Reutersの人事、不動産、および
テクノロジーチームは、社内で利用するテクノロ
ジーを見直す予定だ。具体的には、統合されたコ
ミュニケーション&コラボレーションプラットフォー
ムやスマートホワイトボードといった新しいツール、
従業員からの革新的なアイデアをオープンに利活用
できるアイデア管理ソフトウエア、人的リソースの予
測、人材獲得プロセスの自動化、新しい学習システ
ムプラットフォームへのAIの活用などである。「コラ
ボレーションプラットフォームを活用して、従業員が
どこで働いても変わることのない就業体験を創出す
る計画だ」と彼は語っている。リモートワーク時とオ
フィス出勤時に同様の体験を得られることが重要で
ある点も確認したい。

Thomson Reutersは、COVID-19によるリモート
ワーク移行から9ヶ月以上経った現在、従業員の声
を聞くことができ、顔が見えるようにするためのコラ
ボレーションツール活用の改善を続けている。「スク
リーン上に同じ大きさの枠で全員が映っていれば、

自宅にいようが、空港にいようが、オフィスにいよう
が、コミュニケーションレベルが標準化される」と、
Newnes-Smithは話す。

仮想保険引受室の実現により 
イノベーションを加速する 
Lloyd's of London

COVID-19の大流行がイギリスを襲ったとき、顧客、
保険引受業者、保険ブローカー、保険会社を仲介
する商業保険市場として有名なLloyd's of 
Londonは、引受室（アンダーライティングルーム）
を閉鎖した。保険ブローカーや保険引受業者は、
ホームオフィスを急遽構築し、対面取引から電子取
引に移行した。

これは330年の歴史の中で一度も対面取引を停止
したことのない保険市場の参加者にとって、劇的な

変化であった 12。この4階建ての引受室は、保険ブ
ローカーや保険引受業者が集う活気に満ちた伝統
的な取引の中心地であり、保険の買い手と売り手の
間で取引を交渉するために対面での会議が行われ
ていた。約45,000人が引受室の入場証を持ってお
り、常時約5,000名の市場参加者が集まる。「歴史
的に、市場フロアはLloyd'sの心臓部である。取引は
この物理空間で行われ、保険ブローカーは、保険引
受業者がどのブースにいるのかを市場フロアを歩い
て確認していた。また、保険引受業者がどのようなリ
スクを引き受けるかを確認するために列を作って待
つ必要があった。COVID-19によって、従来のワーク
フローは完全に破壊され、歴史的転換点となった」
とプロダクトオーナーのSam Irvingは話す13。

2020年9月の段階的な再開に向けてLloyd'sが対
応に取り組んでいる間、経営層は現実世界の引受
室で取引を行う「以前の形態」に戻るのではなく、
デジタル技術を活用して、顧客とより強いつながり
をもつ「新たな形態」を実現しようと考えた。「これ
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は我々にとって特段新しいアイデアではなかったが、
古い働き方に対するチャレンジがイノベーションを
加速させた」とIrving は続けた。

経営層は、Lloyd'sの対面取引を補完する仮想引
受室の開発を決めた。これに向けて、市場フロアの
魅力である突発的な会議設定や簡単な質疑応答、
偶然の出会いなど、既存の電子取引に不足する機
能を特定することが必要だった。目標はリモート
ワーク体験を改善することにとどまらず、経験知を
活用して従来の対面取引プロセスを改善すること
にあった。

ユーザのニーズに基づいて仮想取引室の調査・設
計をこれまでにないスピードで行い、Lloyd'sは保
険ブローカーと保険引受業者をつなげるデジタルコ
ラボレーションプラットフォームを確立した。これに
より、世界中の同僚と取引に関する会話が可能に
なった。仮想取引室には、保険ブローカーと保険引
受業者の検索、プロファイルやマーケットディレクトリ

（カテゴリー別の参加企業の会社種類、専門分野、
所在地や連絡先などの情報）の閲覧、連絡可否の
ステータス、およびチャットなどの機能が含まれる。
これらの機能により、保険ブローカーは、専門分野
別に売り手を検索し、保険引受業者のプロファイル
の表示、チャット可否の確認、対面およびWeb会議
のスケジュール設定ができるようになった。プロファ
イルやマーケットディレクトリは、保険引受業者の関
心のある取引機会のタイプを可視化することで彼ら
の宣伝や広告の役割も担っている。

Lloyd'sは、2020年9月より対面の市場フロアの
再開と並行して、一部のユーザに対して仮想引受室
を公開した。目的は、仮想および現実に存在する双
方の取引室が相乗効果を発揮し、取引方法がリモー
トか対面かを問わずユーザが同等に効率的で協力
的なサービスを受けられるといった体験を提供する
ことである。例えば、マーケットディレクトリにより、
引受室の保険ブローカーが市場フロアを歩き回ら
ずに保険引受業者の連絡可否ステータスをチェック

できるようになる。その結果、保険ブローカーは待
ち行列に並ぶことなく、保険引受業者の潜在的な取
引ニーズが確認でき、業務効率化を実現している。

また、仮想取引室導入の副次的な効果として、ユー
ザの連絡可否のステータスを公開することによって、
そこで働く人のワークライフバランスを充実させるこ
ととなった。「リモートワークにより、市場フロアから
家に帰るまでが勤務時間という従来の境界が取り
除かれ、必要に応じて柔軟に取引に関して連絡を
取り合える。連絡可否のステータスを公開すること
で、ユーザは仕事とプライベートを自らコントロー
ルすることが可能になった」とIrvingは話す。

Lloyd'sは、仮想引受室の立ち上げ後、機能の追加
と改善を続け、毎週最新版を公開している。今後の
取り組みの最優先事項は、仮想キュー機能（順番
待ち情報提供）、統合カレンダー機能、モバイルアプ
リケーション対応の実現などである。
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職場環境の再設計と 
従業員パフォーマンスに 
不可欠な人間中心の 
テクノロジー

COVID-19によって、職場環境でのオペレーション、
人々の働き方や働く場所は、不可逆的な変化を遂
げた。多くのビジネスリーダーは、これらの新しい
働き方が自社の組織や不動産ポートフォリオにどの
ような影響を与えるかを見極めようとしている。職
場環境の運営戦略、デザイン、技術のトレンドを長
期にわたり追跡してきた商業不動産サービス会社
の JLLは、「ネクストノーマル」への道筋は流動的で
複雑になるだろうと予測している。

COVID-19は職場環境の変革を5～10年分加速さ
せたと、JLLにおいて就業時体験とパフォーマンスに
ついて研究している企業調査部門のグローバル責
任者のMarie Puybaraudは語る14。「現在見られ

るような、場所や時間にとらわれずに働く分散型労
働への流れはこれまでも存在していたが、その進行
は遅いと予測していた。今回のパンデミックは、そ
のスケジュールを早めた」と彼女は続ける。

JLLの調査によると、ハイパフォーマーである従業員
は、柔軟な勤務時間やリモートワークで働く機会が
与えられている。しかしロックダウン中、これらの従
業員はほかの従業員に比べ、オフィスをより恋しく
感じていた。「リモートワークはパフォーマンスにプ
ラスの影響を与えているように見えるが、従業員同
士のコラボレーション、管理力や必要なサポートを
受けられている感覚が減ったため、従業員はすぐに
オフィスが不要になるとは考えていない。したがって、
オフィス環境は従前の設計のままではなく、勤務形
態の柔軟性に対応した適応力の高い職場環境とす
ることが必要なのではないか」とPuybaraudは分
析する。

具体的には、本社一極集中ではなく、地理的に分
散した複数の小規模なオフィスに人材がプールさ

れ、従業員は自宅やオフィス、ほかのコワーキン
グスペースを使い分けるようになるかもしれない。
Puybaraudはこれを労働者の新しい黄金時代と
見なし、従業員中心のアプローチが職場環境を
再設計する上で非常に重要な考え方であると見
ている。

JLLの最新の調査によると、回答者の半数近くが、
仕事に集中する環境だけでなく、人とのふれ合い、
自然とのつながり、学習のための専用エリアを備え
たオフィスを希望している。しかし、今日のオフィス
環境では、一般的にスペースの約3分の2が個別の
作業用に確保されており、コラボレーション用に確
保されているのは約3分の1にとどまる。将来的に、
従業員のニーズを満たすためにはこの比率を逆転
させ、約4分の3のスペースを集合スペースとして
使用し、残りを個別の作業用に割り当てる必要があ
ると予測している。

これらの実現に向けては、まず従業員のニーズに合
わせて職場環境を大幅に再構築、再設計し、職場を
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ヒューマンエクスペリンスと従業員パフォーマンスを
向上させる中核拠点として再構想する必要がある。
JLLは、現在のオフィスの制約を超えた環境を構築
するにあたり、AI、VR/AR、3Dモデリングといった
技術がどのように活用可能かを継続調査するとのこ
とだ。これらのテクノロジーは、物理的な作業スペー
スを変革するだけでなく、分散した従業員がコラボ
レーションによって新しい価値を生み出すことを可
能にする。具体的には、将来のテクノロジープラット
フォームでは、コラボレーションを目的とした会議に、
現実世界とデジタル（仮想）で参加しているユーザ
がシームレスにコミュニケーションし生産性の高い
議論ができることが期待される。

リモートワークの成功によって、テクノロジーの価値
が決定的に証明されたとPuybaraudは話す。「リ
モートワークを実現するにあたって必要なテクノロ
ジーは確立されている。多くの企業は、このテクノ
ロジープラットフォームによって効率的な事業運営
の継続を可能にしたといえる。ただし、従業員が複
数オフィスやリモート環境に分散する流れは今後も

続くことから、企業はこれらのプラットフォームを拡
張する必要がある。より現実的で魅力的な人間中心
の体験を提供する新しいソリューションには、多くの
チャンスがある。現実世界での交流に取って代わる
ものではないが、テクノロジーによってオンサイトと
リモートの従業員間の交流をより効果的に行えるよ
うになった」とPuybaraudは話す。
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COVID-19により、23,000人以上の 
従業員が働く環境を90のオンサイト 
拠点からリモートワークに移行し、 
その過程で重点は従業員の安全確保から 
生産性向上に進化した。

しかし、リモートワークが当面続くことが明らかになったことで、リモートワー
クへの急速なシフトを機会に、組織として、またチームとしてどのように仕事を
進めていく仕組みにすべきかを再検討した。

ビジネスの目標を達成し、オンサイトかリモートかに関わらず、従業員にワー
ルドクラスの就業体験を提供し続けるために、今は新しい働き方とコラボレー
ションの仕方を模索している。我々の目標は、従業員の学習、イノベーション、
コラボレーションを促進しながら、スピードと成果の観点で生産性を向上させ

私の見解

Dan Torunian 
Vice president, employee 
technology and experiences 
and data centers, PayPal
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に抱えている。デジタルワークプレイスにおいて、企
業は従業員同士がそれぞれの機能の中で、あるい
は横断的につながり、会話し、協業し、そして助け
合いながら仕事を進められる方法を再設計する必
要がある。

ほとんどの従業員が 
自宅から作業をしている 
状況においては、オフィスで 
実現していた効率的かつ 
快適な環境をリモート 
ワークでも同様に提供する 
ことが企業の責務であると 
考えている。

ほとんどの従業員が自宅から作業をしている状況に
おいては、オフィスで実現していた効率的かつ快適
な環境をリモートワークでも同様に提供することが
企業の責務であると考えている。今後に向けては、
例えばデジタルコラボレーションプロセスの調整を
試みている。具体的には、複数の異なるコラボレー
ションプラットフォームで同様の機能と体験を提供す
ることで、従業員が自分好みのツールを選べるよう
にできないか検討している。

また、企業は従業員の働き方や業務に影響を及ぼ
す可能性がある地域・国ごとの労働慣習や ITイン
フラの違い、およびテクノロジーに関する志向を理
解することも必要である。例えば、帯域幅、インター
ネットのサポート、ネットワーク環境のほか、リモー
トワークに対する考え方における文化的差異は、地
域・国によって異なる。このような要因を理解して
違いに適応することで、エンプロイーエクスペリエン
スの差別化やカスタマイズが可能となる。

ることである。そのため、従業員がオフィス外で働く
ことによって起こりうる問題の解決支援をしたいと
も考えている。

パンデミック以前は、業務プロセス、コラボレーショ
ンツール、コミュニケーションチャネル、学習機会や
カルチャー、同僚との交流の仕方さえも、従来のオ
ンサイト型の職場環境向けに最適化されていた。例
えばPayPalに所属する従業員の約半数は顧客
サービス、集金、不正への対処といった業務に従事
している。パンデミック前は手が届くほど近い距離
にいる同僚とともに、定量的に高度に管理された
コールセンタに勤務していた。COVID-19により、
我々は従来型組織の持続可能性の再検討を強いら
れた。現在、従業員は、職場として整備されていな
いホームオフィスで1人、もしくはルームメート、配
偶者や子供がいる環境で仕事をしている。彼らは現
在も業務上の生産性目標を達成しているが、コミュ
ニケーション、コラボレーション、スキル構築や人脈
作りに関する新しい課題に加え、同僚との交流の継
続、勤務時間中の家族との関わり方、ワークライフ
バランスなど、生活する上での根本的な課題も一緒
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また、形式的な「ビデオ会議の招待」ではない、同
僚の肩を叩いて一緒にコーヒーを飲む、といったご
く日常的なコミュニケーションも重要だと考えてい
る。そのために、我々はバーチャルコーヒーブレイ
クを実現する従業員のためのマッチングアプリケー
ションを開発した。我々はさらに機能を拡張し、ス
クリーン上の相手の顔をただ見て会話するのではな
く、お気に入りのカフェで一緒にコーヒーを楽しん
でいるように感じられる仮想環境を作りたいと考え
ている。

突然リモートワークを強いられたことによりPayPal
を含むさまざまな組織は従業員の働き方を見直す
という、前例のない機会を手にした。最終的には、
ビジネス目標の達成と、200ヶ国以上の顧客への
サービス提供を効率的に実現しながら、会社のワー
クスペース、ホームオフィス、カフェやホットデスク（フ
リーアドレス）などさまざまな場所でのエクスペリエ
ンスを向上することにつながるだろう。
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ストラテジー
依然として、リモートワークへの包括的なシフト
が、多くのCEOにとっての最優先事項である。

業務上の体験の改善に関心が高いリーダーには、長期的な
革新だけでなく、協業促進といった短期的な改善に取り組
む、オンラインコミュニケーションをモニタリングする新しい
デジタルツールの検討が推奨される。透明性の高いコミュニ
ケーションを実践、促進するバーチャルオフィスも有効だ。リ
モートワークに関する選択は、パンデミック後の企業カル
チャーにも影響するため、CEOがリモートワークのゴール設
定を行う際には意志を持って取り組む必要がある。従業員
が今まで以上に同僚や会社のビジョンと深くつながりを持っ
ていると感じられるようになる可能性もあれば、孤立感や孤
独感が生まれてしまう可能性もある。

ファイナンス
役員層のみならず組織全体で、デジタルワークプ
レイスの急襲による課題は引き続き最優先事項で

ある。CFOは、大規模な都市型オフィスの、柔軟かつ小規模
な職場環境への縮小も含め、これらの課題がもたらす潜在的
な財務影響を考慮する必要があるだろう。また、従業員が物
理的に集合しないことによる生産性と創造性の低下がもたら
す潜在的なコストも同時に予測する必要がある。リモート環
境では、表情を読むことや、カジュアルなブレインストーミング
をすることが難しくなるためだ。CFOは、新たな職場環境で
発生するこういった問題に対処するための戦略を策定し、リ
モートワークの改善に取り組むことができる。例えば、AIツー
ルを用いて会議をリアルタイムで分析し、意思決定者に、発言
の少ない参加者から意見を求めることを促すこともできるだろ
う15。企業がこのようなデジタル技術を採用するかどうかに関
わらず、CFOが従業員のウェルビーイングを支援し、ビジネス
上の成果を上げられるよう後押しすることを、周囲は期待して
いるはずだ。

リスク
オンサイトからリモートワークへのあわただしい
移行によって、CROはリモートコラボレーション

に関連するセキュリティ標準を見直す機会を得た。例えば、
家庭内のネットワークは現在、企業ネットワークと同等の
ワークロードを処理しており、VPNの使用率の増加は、企
業データと個人デバイスが混在する状態の拡大を意味する。
デジタルコラボレーションとファイル共有が日常化するのに
合わせ、CROは、マーケット変化への対応力を損なわずに、
変化が加速するセキュリティ上のリスクに建設的に対応しな
ければならない。そのためにはCIOやCTOと緊密に連携し
ながら、コラボレーションツールに対して予定される変更を
評価し、リスクに対して、短期的に有効な対応方針を決定し
なければならない。また、従業員の多くがオフィスに戻るの
に合わせ、さらなる課題や変化を想定しておく必要がある。

今後の展望
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リモートワークの従業員やチームの
パフォーマンスをどのように
評価しているか。パフォーマンスを
向上させるためにどのような
ステップを踏んでいるか。

イノベーションの原動力となる
社員同士のつながりや対話を
リモートワークで行うために、
どのような取り組みをしてきたか。

物理的なオフィスの長期的な役割に
ついてどのように結論付けるのか。
オフィス設計とテクノロジーは、
コラボレーションと生産性をどのように
サポートしてくれるのだろうか。

2

3

1
さあ、
はじめよう
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日本のコンサルタントの見解

コロナ禍が日本企業に変化をもたらす

2020年、常識が変わった年
2020年はCOVID-19が猛威を振るい、オフィスで
働くことを前提としたこれまでの常識に大きな変化
を強いられる年であった。日本国内でも2020年3
月に緊急事態宣言（７都府県）が発令されたが、そ
れを受けて東京都が実施した「テレワーク『導入率』
緊急調査」によると「都内企業（30人以上）のテレ
ワーク導入率が1ヶ月で2.6倍と大きく増加した」と
いわれている。オフィスで働くことをやめるという判
断は、ただ通勤をやめるという話ではなく、対面で
の営業をはじめ、書類や押印をベースにした申請・
承認など、日本企業が長年当たり前のものとしてき
た慣習を変えるという大きなチャレンジであった。多
くの企業がこのチャレンジを通して、テレワークをは
じめとした社内の ITインフラ整備や就業に関する
ルールの変更に迫られ、IT部門においてはDX（デ

ジタルトランスフォーメーション）が緊急性の高い
ミッションとなった。

日本企業におけるコロナ禍での対応
デロイトでは、コロナ禍への対応として、以下の3
つのタイムフレームを定義している。
• Respond（対応段階）：事業継続性のために 
奮闘する

• Recovery（回復段階）：学び、より強くなる
• Thrive（成長段階）：ネクストノーマルへの準備、
実現

国内企業の状況としては、多くの企業が「対応段階」
における暫定的な対応にとどまっているのではない
だろうか。従業員が最低限の業務を行えるようにテ
レワーク環境は整えたが、オフィスと比べて不便を
感じながら業務を行っている、あるいは紙や捺印が
必要な業務を担当している従業員は出社が必要で
あるといった状況が散見される。
これに対して、本編で述べたデジタルワークプレイ
スの考え方は、テレワークはCOVID-19の収束後
もオフィスワークと併存し、それが当たり前となった
働き方において、いかにして新たなスタンダードを

生み出すかというものである。日本でも世間におけ
る認識という意味ではテレワークが一つの働き方と
して浸透してきているが、現状の危機に迫られていた
「対応段階」から、そこでの学びを活かす「回復段階」
へ、そしてさらにその先の「成長段階」を迎えていく
にあたり、この先、日本企業はどのような歩みを進
めていくべきか考えてみたい。

国内企業がネクストノーマルを見据えた 
変革のために重視すべきこと

不確実な時代に適応するためのこれからの 
仕事の在り方
デロイトでは、不確実な時代に対応したこれからの
仕事の在り方（Future of Work）として、大きく3
つの要素に分けて定義している。
1つ目は、WORK（仕事そのもの）であり、これから
の仕事は、テクノロジーの活用により、機械と人間
それぞれが最も得意とすることを、互いに協調し、
独立してできるようになり、人間はイノベーション、
創造性、問題解決に集中するべきと捉えている。
2つ目は、WORKFORCE（従業員）である。これか
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きたことは否めない。一方、何の準備もなく急激に
取り組んだことに対する弊害が現れてきていること
も確かである。日本労働組合総連合会が発表した
「テレワークに関する調査2020」の資料によると、
「上司・同僚とのコミュニケーション不足」「業務効
率の低下」などがデメリットとしてあげられており、
オンラインでのコミュニケーションがうまくいかない
ことによるモチベーションや生産性の低下、また従
業員の健康問題が課題となってきている。
一 方、Harvard Business Review Analytic 
Serviceの「COVID-19によるコロナ禍における従
業員体験への影響調査」によると従業員体験を重
視している企業の85％は、コロナ禍においてもリ
モート環境における十分な備えができており、その
ほとんどの企業は他社との競争優位性を得ること
ができていたとの調査結果もある。
このことから、多くの日本企業では、従来の働き方
のまま、企業がテレワークのためのツール導入にと
どまっている状態であり、従業員（WORKFORCE）
にフォーカスした対策が不十分であるといえる。

従業員中心のデジタルワークプレイスの 
実現に向けて

従業員体験向上に向けた障壁
国内企業における従業員体験に対する認識はどう
か。顧客サービスにおける顧客ロイヤリティを高め
ることを目的としたCX（Customer Experience：
顧客体験）の向上は耳にする機会も多いが、EX
（Employee Experience：従業員体験）について
は、現状では、その考え方が十分に浸透していると
は言い難く、業務の成熟度は海外の先進企業に対
して大きく後れを取っていると感じる。
実態としても、従業員体験に係る社内環境において、
日本独自の企業文化やビジネス慣習自体が従業員
体験向上の足かせになってしまっている可能性があ
る。例えば、サイロ化した組織構造は、従来、個別
の要件に対する日本独自のきめ細かな対応に寄与
してきた。一方で、申請や問合せの内容によって窓
口が異なる、部門を跨る業務フローが煩雑で非効
率、全社的に類似・重複したプロセスが散在、グルー
プや部門ごとに異なる基幹システムが存在、といっ
た個別最適ゆえの課題が挙げられる。

らの組織は、使命と目的を達成するための適切なス
キルと経験を持つ人材を特定し、かつ多様な人材を
引き付け関与させる。そして、迫り来る人材不足に
対処するために、継続的に従業員のスキルアップを
支援しなければならないと捉えている。
3つ目が、WORKPLACE（職場環境）であり、これ
からの職場では、物理的なオフィスとテレワークな
どの仮想的な環境が混在した状態で、あらゆる業務
に従事するさまざまな背景を持つ従業員それぞれ
にパーソナライズされた体験を提供するべきと捉え
ている。
このような考えを基に、これからの働き方において
は、働く環境（WORKPLACE）にとらわれず、より
従業員個人（WORKFORCE）に焦点を当て、テクノ
ロジーの活用により個人の生産性（WORK）向上の
ための対策がどの企業にも求められると謳っている。

国内企業における働き方に対する 
デジタル化の現状
コロナ禍という世界的な危機により、国内企業にお
いてもテレワーク化が促進されるなど、将来迎える
はずであったDXの波が否応なしに前倒しでやって
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また、仮に従業員体験向上の必要性が理解されて
いたとしても、具体的にどのような対策をとればよ
いかを理解できている日本企業が少ないことも浸透
していない一つの理由だろう。
さらに、投資の意思決定の側面では、目先のROI
や工数削減に囚われ、従業員体験という、数値化
が難しいが非常に重要なテーマに対し長期的な投
資を行うという行動原理が働きにくい環境が考えら
れる。

従業員体験向上へのアプローチ
デロイトでは、こうした課題解決のために、「従業員
中心」アプローチと、企業全体で統合された従業員
体験を得られる仕組みの整備、その上で業務プロセ
スをデジタル化していくことが、従業員体験向上の
一つの手段と捉えている。
具体的には、デザイン志向によって従業員の不満や
要望を明らかにし、さまざまな情報源から体験につ
いての洞察を得ることで、ユーザが求める体験から
逆算して仕組みの整備（従業員体験向上に適した
デジタルプラットフォーム活用）を進めるという方法
である。この際、テクノロジーを活用した「優れた」

従業員体験がどのようのものであるかを理解するた
めに、さまざまなタイプの従業員に対するペルソナ
の作成と、描かれたあるべきプロセスに対して予期
されるペルソナの感じ方、懸念事項を表すジャー
ニーマップを作成することが、一貫性のあるシーム
レスなデジタル体験を機能横断的な視点で提供す
る上で必要不可欠である。そうすることで、従業員
が職場や業務を行う際により効果的なデジタル体
験を得ることができ、組織へのロイヤリティや生産
性の向上といった、企業にとって数値化できる効果
以上に、ビジネス上の多大な恩恵をもたらすことに
なるだろう。

人口減少や終身雇用の崩壊に伴う人材流動性の高
まりなどにより、従業員体験の高度化は国内企業に
おいても喫緊の課題となってきている中で、コロナ
禍という世界的危機を契機に変革を実現するか、変
化を恐れて手をこまねくか、将来の企業の命運は今
このときの覚悟にかかっている。
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フィジカル＋デジタル

オンラインとオフラインの垣根ないシームレスな
カスタマージャーニーは、顧客を引き付ける
オーダーメイドのブランド体験を実現する

ひとりのお客さまのためのデザイン

デザイナーやプログラマーは、個人の行動や思考、好みに合わせた
ヒューマンエクスペリエンス（人間としての体験）を創造する

テクノロジーによる信頼醸成

信頼関係を増幅させる技術デザインによって、
オーダーメイドのヒューマンエクスペリエンスの
未来が実現する

$
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新たなトレンドとして、消費者がデジタルとフィジカル
（現実空間）での体験の間に壁を感じ、満足を得られ
なくなっていることが挙げられる。人々はそれぞれの
良いところを求めており、デジタルの利便性を備えた
パーソナライズされた体験を期待している。今後1年
半から2年の間に、先進企業は、「人間中心」のデザ
インとデジタル技術を駆使し、真にひとりひとりに向
けた特注のサービスの提供に取り組んでいくだろう。

このトレンドは、それを待ち望む人々によって拡がり
をみせている。デロイトが2020年春に実施した調査
では、3分の2の回答者が、バーチャルコンサートや
社会的交流の場、行政手続きなど、新たなデジタル
体験を試したと答えている。こうした対面活動のデジ
タルによる代替は、当初は満足のいくものであると思

われたが、収穫逓減の法則により、人々の生活にとっ
て不可欠となったデジタル体験の多くは、かえって消
費者の欲求を増長させ、長期的な成功への道筋とは
いい難い結果となってしまった3。

デジタルインタラクション 
への依存が高まると、 
多くの人はより 
パーソナライズされた 
ヒューマンエクスペリエンス
を求めるようになる。

COVID-19が猛威を振るう中、ロンドンのサ
ヴィルロウ通りにある仕立屋は、渡航制限下
で、遠く離れたソウルの顧客のオーダースー

ツを仕立てるため、寸法を測っていた。そう、ロボッ
トの助けを借りてだ 1。リモートワークにオンライン授
業、オンラインショッピングなど、必要に迫られてか
好んでか、人々は日常生活のあらゆるシーンでデジ
タルを取り入れ始めている。

しかし、こうしたデジタルインタラクションへの依存
が高まると、多くの人はよりパーソナライズされた
ヒューマンエクスペリエンス（人間としての体験）を
求めるようになる。デロイトが感染拡大初期に実施
した調査では、回答者の半数以上が、仮想体験でより
「人間」を感じられるようになりたいと答えている2。

70億人のオーダーメイド：デジタルとフィジカルの融合
無数のヒューマンエクスペリエンスの創出

トレンド8
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究極のパーソナライズされたデジタルエクスペリエン
スとは、顧客にとってどのようなものになるのだろう
か。顧客は、その答えを待っている。

現実世界とデシタルの 
融合こそ新しい 
オーダーメイドの手法
人間は長らく、個人のためにカスタマイズされたサー
ビスやプロダクトに価値を見出していた。1800年初
頭、ロンドンの仕立屋は、生地やボタン、パターンの
型までにこだわりを持つ顧客と緊密にやりとりをし、
彼らの好みや性格、欲望を汲み取った特注品を仕立
ててきた。この伝統的な手法では、仕立屋が一生の
うちに作ることができるのは、数十人の常連客の服
に限られ、テクノロジーや自動化とは無縁だった時
代、オーダーメイドの服を作成や着用できた人は、ほ
んのひと握りだったのだ。

オーダーメイドの高級紳士服店が立ち並ぶロンドン
のサヴィルロウ通りが抱える課題とチャンスは、オー
ダーメイドの価値を維持しながら、新たなテクノロ
ジーを活用し可能性を広げることである。大手企業
やブランドは、同じ目標に逆方向からアプローチして
いる。これからの企業の多くは、新旧の技術をイノ
ベーティブに組み合わせ、よりパーソナライズされた
人間体験を実現させる初期段階にある。限られた選
択肢の中から作られるマスカスタマイゼーションとは
対照的に、オーダーメイドは、個人の行動、好み、価
値や信念に合わせて作り上げられるのだ。いずれは、
技術的進歩の追い風を受けた企業やブランドが、限
られた人だけではなく、何十億もの人にオーダーメイ
ド体験をユーザに提供することになるだろう。

現在、一般的に消費者の顧客体験にはスマートフォ
ンやタブレットが欠かせないが、いずれ、それらのデ
バイスはインターフェースとして不要となるだろう。消
費者は、自らリクエストすることなく、適切な時間と

場所が他者により提案される体験を得ることになる。
その早期実現の例としては、ライドシェアサービスが
ある。機械学習とデータドリブンのアルゴリズムの活
用により、ユーザが乗車したいであろう時間と場所が
予測され、建物を出るときにはライドシェアカーが近
くまで来ており、ユーザはアプリケーションを開く間
もなく乗車できるケースが多い4。

一方で、デジタルとフィジカルの消費体験の多くには、
大きな隔たりが残されている。例えば、ネット販売業
者が提供するARアプリケーションをユーザがダウン
ロードし、リビングに合うソファを検討するとしよう。
AR技術により、サイズやデザインの現実空間への
フィット感を体験できたとしても、ソファの座り心地な
どの物理的な快適さまで試すことができず、顧客体
験としては不完全である。実際に多くの消費者が、特
に高級品においては、オンラインのみの体験で購入
を決めることは稀であり、オンライン小売業者の中に
は、顧客体験を完成させるために実店舗を運営し補
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完している企業もある。例えば、オンラインで寝具を
販売しているキャスパーは、消費者がマットレスを試
すことができるよう、20店舗を運営しており、今後さ
らに展開する予定である。驚くことに、昼寝体験もで
きるという5。

特に、フィジカルな世界で発展してきた業界では、デ
ジタル技術基盤の整備を怠ると、この潮流に乗り遅
れることになる。この潮目の変化を捉えるため、いく
つかの実店舗企業は IT企業と連携し、フィジカルな
体験にデジタルの要素を取り入れている。あるソー
シャルメディアのプラットフォームは、広告主である小
売業者に対して、その巨大なソーシャルネットワーク
から新しい顧客を創出するため、シームレスなデジタ
ル体験を提供するオンラインショップを開設している。
ターゲティングされたオンライン広告が消費者を引き
寄せ、顧客の閲覧履歴と好みに基づきキュレーション
された商品やサービスを提示するミニWebサイトへ
と導く仕組みだ 6。

自分の好みに合った体験を、デジタル上だけではな
く、現実空間でも継続できることを想像してほしい。
オンラインショップで見た洋服を気に入ったとしても、
返品手続きが煩わしいと感じる人や、購入前の試着
を希望する人もいる。このような消費者は、この商品
を扱う店舗の近くを訪れた際、オンライン通知を望む
かもしれない。もし店内で販売員との会話を避けた
いのであれば、目的の洋服まで誘導してくれるモバイ
ルアプリケーションにより非接触の購買体験をサポー
トすることができる。または、バーチャルスタイリスト
が登場し、ドレスに合わせたアクセサリーを用意する
こともできる。一方で、個人の趣味嗜好に合った洋服
を単純に自宅まで送ってほしいというだけの時もあ
るだろう。

我々は今後、デジタルインタラクションが現実世界で
の体験を向上させること、またその逆も期待している。
いずれ、デジタルインタラクションの利便性や快適さ
と、人間の温もりや信頼性はシームレスに融合してい
くだろう。

お客様ごとに最適な 
ヒューマンエクスペリエンス 
をデザインする
2020年1月に実施された調査では3,000人の経営
幹部が、ヒューマンエクスペリエンスを高めることが
組織の最優先事項であるべきだと考える一方、その
うちの96%は、その実現に向けたデザインや実装に
苦労していると述べている7。

先進企業やブランドは、フィジカル、デジタル双方で
人と人とのインタラクションを創造するヒューマンエ
クスペリエンスデザイナーを起用して、このニーズを
満たす方法を模索している。デザイナーは、消費者
の行動やその先にあるニーズ、目的を見据え、満足
感と信頼を高めるインタラクションを生み出すのに必
要な感性、共感力、想像力を持っている。彼らは消
費者の繊細な機微に着目し、カスタマージャーニー
をつくりあげ、顧客とブランドの両方の目的を達成す
るためのインタラクションをデザインする。スーツに
例えると、既製品よりもパターンオーダー、パターン
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オーダーよりオーダーメイドの方が体にフィットする
が、ヒューマンエクスペリエンスデザインも同様で、よ
り精緻な顧客のカスタマージャーニーに基づきデザ
インされたものほど、満足感が得られる。

オーダーメイドの体験を追求する企業やブランドの多
くは、個々のユーザのためのデザインを作り上げるた
め、デザイナーとプログラマーにて構成される、クロ
スファンクショナルチームを組成して活動を進めてい
る。一方で、消費者に最適なヒューマンエクスペリエ
ンスは速いサイクルで変化しており、デザイナーとプ
ログラマーのコラボレーションで生み出された結果
のデザインも、リリースされた時点では時代遅れにな
る、という課題がある。その時差を埋めるために登場
したのが、プログラムミングが出来るデザイナーとい
う考え方である。デザインと実装の間の認識齟齬に
よる手戻りや、コミュニケーションに伴う時間のロス
をなくすことで、リアルタイムデータの分析の結果得
られた示唆を基に、ヒューマンエクスペリエンスの実
現をシームレスに行うことができる。

その時差を埋めるために 
登場したのが、 
プログラミングが出来る 
デザイナーという 
考え方である。

デザイナー兼プログラマーが、個々の消費者が何を
求めているのかをより深く理解し、その人に合った
ヒューマンエクスペリエンスを提供するためには、AI
と機械学習（ML）の活用が欠かせない。その人が誰
で、どこにいて、何を欲しているのかをAI・機械学習
に情報として与え、マスカスタマイズされた体験を作
り出すことができる。

テクノロジーが信頼を 
数十億人規模に拡大させる

顧客のフィジカルな体験とデジタルな体験が融合し
価値あるヒューマンエクスペリエンスを提供するため
には、信頼関係という要素がより重要となる。ここで
再び、ロンドンの仕立屋を思い出してほしい。ひとり
ひとりのお客さまのオーダーに向き合い、信頼関係
を築いてきたからこそ、パンデミックのさなかにあっ
ても、遠く離れた仕立屋に注文する顧客が絶えない
のだ。このような顧客は、仮にスーツを作るロボット
が登場したとしても、信頼を寄せる職人が傍でその
ロボットに指示を出さない限り、その店に注文はしな
いだろう。このことを踏まえ、企業がどのようにして
顧客ひとりひとりのヒューマンエクスペリエンスを数
十億人という規模を対象に実現していけるのかを考
えてみたい。その鍵こそが、信頼関係を獲得するため
のデザインであり、適切な信頼関係を構築するため
の重要な要素が、AIと顧客データである。
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顧客のフィジカルな体験と 
デジタルな体験が融合し 
価値あるヒューマン 
エクスペリエンスを 
提供するためには、 
信頼関係という要素が 
より重要となる。

人と人とのインタラクションを加速せるためには、AI/
MLエンジン、AI/MLが動作するシステム、個人デー
タを含む大量の情報が必要となる。人と人とのインタ
ラクションに不可欠となる信頼関係を構築するため
に、企業は信頼に足るテクノロジーを慎重に選定し
ていく必要がある（「Tech Trends 2020」の「エシ
カルテクノロジーと企業価値」の章を参照）。さらに、
データ使用に関する法規制に関しては、国際的なも
のと、国・地域ごとのものの双方に注意を払っていく
必要がある。

数十億人という規模でパーソナライズされたヒューマ
ンエクスペリエンスを実現するためには、経験から洞
察を導くことができるテクノロジーを活用していく必
要がある。「Tech Trends 2020」でも言及した、自
然言語処理、表情認識、アイトラッキング、感情分析
アルゴリズムなどの感情コンピューティング技術は、
人間の感情を認識し、理解し、それに反応することに
長けている。人と人との深いつながりは、同じ部屋で
顔を合わせ、少人数で対話する中では成立しやすく、
電話やWebカメラを介して同等の体験を得ることは
難しい。それらは一見、人をつないでいるようにみえ
るが、テクノロジーを介して得るつながりは情報伝達
には有効である一方、感情伝達となるまでには達し
ていない。

本レポート177ページに記載した「オーダーメイドの
ヒューマンエクスペリエンスを支える技術」は、数
十億人分のヒューマンエクスペリエンスを支える技術
の概要を示している。その多くは、数年前から存在し、
進化を重ね、洗練されてきている。新しい潮流として
は、既存の技術を組み合わせて用いるというアプ
ローチが注目されている。携帯電話へのLIDARセン
サーやAR機能の搭載、またはAI/MLプラットフォー

ムを介して可能になる「ハイパーターゲティングパー
ソナライゼーション」などがこれに該当する。これら
に限らず、多くの場合において生まれる新技術は、技
術の組み合わせによるものが多い。

近年の新技術には目を見張るものが多い。感情を認
識して反応し、チャネルを超えてシームレスに取引を
行い、仮想空間とデジタル空間の間を自在に行き来
し、モバイルプラットフォームの力を活用することで、
次世代のヒューマンエクスペリエンスを可能にしてい
るのである。
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オーダーメイドの
ヒューマン 
エクスペリエンス 
を支える技術

数十億人分のヒューマン
エクスペリエンスを支える
ためには、テクノロジーが
不可欠であり、それらの多
くは時間とともに洗練され、
また、組み合わせる事で
指数関数的にその価値を
飛躍させることができるこ
とをここまでで説明してき
た。ここからは、注目すべ
きテクノロジーをより詳細
に確認していこう。

オムニチャネルのマーケ 
ティングプラットフォーム

デジタルとフィジカルのインタラク
ションが融合するとともに、オムニ
チャネルのプラットフォームが、一
世代前のデジタルマーケティングプ
ラットフォームから脱却しつつある。
デジタル上の消費者をリアルタイ
ムで正確に捉える技術と、現実世
界の消費者を識別する技術を組み
合わせることで、より有効なインタ
ラクションが可能になるのである。
これを実現するためのコア技術が、
MLOpsである。MLOpsの活用で、
これらのプラットフォームは、最適
な体験を実現するためのレコメン
ド、ナッジ、プロモーションを生み
出している8。

プラットフォームとしての 
モバイルデバイス

携帯電話に代表されるモバイルデ
バイスは、単に通話を可能にする
デバイスから高度なモバイルコン
ピューティングプラットフォームへと
進化してきた。近年では、より高性
能なカメラ、GPSと位置センサー、
空間を測定するためのLIDAR、現
実に仮想オブジェクトをオーバーレ
イするためのネイティブARライブ
ラリ、5Gによる高速通信機能など
を搭載している。近い将来、衣服の
フィッティングをサポートするボディ
スキャン機能や、完全にフィットし
た衣服の識別や作成を行う機能が
搭載されると予想される9。

感情を理解する 
コンピューター

「感情AI」とも呼ばれる感情コン
ピューティングは、コンピューター
が人間の感情をリアルタイムで解釈
し、それに反応することができる。
自然言語処理や感情分析、音声ス
トレス分析、細かな表情を分類する
カメラなどにより、AIは我々の感情
や意図を認識できるようになってき
ている。AIは、あなたのお気に入り
の店の予約を提案し、あなたの好
みに合いそうな商品を販売する優
秀なコンシェルジュとなるかもしれ
ない。あるいは、サービスへの満足
度を維持できるよう、不満や不安に
対して丁寧に対応するお客さま
サービス係となるかもしれない。顧
客の属性データや購入履歴、閲覧
履歴など、あらゆるデータを統合し
てAIに与えることで、ひとりひとり
の顧客に寄り添った提案を行うこと
が可能となるのである10。

空間Web 

フィジカルの高解像度マッピングと
AR/VR機能を組み合わせることに
より、仮想物体や情報を現実世界
に投影する技術を、空間Webと呼
ぶ。スマートフォン、タブレット、ヘッ
ドセットなどに組み込まれているこ
れらの強力なテクノロジーを活用
することで、ユーザはリアリティの
高い仮想空間で、より現実に近い
インタラクションを体験できるよう
になる。この技術が進化するにつ
れ、ユーザは従来のタブレットや携
帯電話での経験を上回る、情報伝
達や感情伝達を体験することがで
きることとなる11。

次世代の ID管理 

信頼できるインタラクションの要と
なるのは、ユーザ IDの取り扱いに
関する知識である。ユーザ認証に
堅牢性が不足すると、データが漏
洩し、信頼を失うリスクを抱える事
になる。そのため、ID管理システ
ムは、バイオメトリクス、ビヘイビ
ア認証、および ID検証の為のその
ほかの高度なメカニズムを含む、
資格情報の検証や多要素認証機能
をサポートする。
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進むべき道
パンデミックによってもたらされた不安定さや不確実
性により、人々は、温かみのあるつながりをより一層
求めるようになっている。既存のテクノロジーと新し
いテクノロジーを組み合わせて改良し、フィジカルな
体験とデジタルな体験をより意味のある形で融合さ
せることにより、これらのニーズを満たすことが可能
となる。この環境が、信頼できるプラットフォーム上
に構築されれば、数十億人分のオーダーメイドの
ヒューマンエクスペリエンスを提供することが可能と
なるだろう。人々が望むものを、望む時に、望む形で
提供する世界が訪れるのである。
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フィジカルな接点は、企業やブランドが 
顧客との関係を構築していく上で 
重要な要素となる。

デジタルファーストカンパニーにおいても、顧客とのつながり（エンゲージメン
ト）を生み出す方法として、実店舗の展開を進めている。彼らはすでに強固な
デジタルインフラを保持しているため、より容易にフィジカルの体験とデジタル
体験を融合させていくことが可能である。

建設業界は旧態依然であり、変革が遅いと考えられている。世界最大規模の
建設会社であるGenslerは、数千、場合によっては数百万もの部品を取り扱っ
ているが、調達プロセスを高度化したことで、安全、便利でかつ美しいものを
創造することが可能となった。このように、建設や不動産業界においてもデジ
タルトランスフォーメーションは始まっている。建設業界の特性は、これまでも
個々のニーズを汲み取り、対応することに慣れていることだ。このオーダーメイ
ドへの適応力は、新しい世界における強みとなる。

私の見解

Hans Neubert 
Principal and global practice 
leader, Digital Experience 
Design, Gensler
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なアナログ産業にとっては革命的である。ある意味
で、我々はわずか半年で7年から10年先に進むこ
とができた。

我々は、Genslerの 
建築に対するアプローチを、 
物理的な建物や 
インテリアを製作する 
企業から、総合的な体験を 
創造する企業となるよう 
変革を促している。

Genslerはデザインの対象範囲を拡大し、訪問前、
訪問中、訪問後のユーザ体験を取り入れている。例
えば、サッカーファンは、スタジアムにいる時だけ
チームとの接点を持つわけではない。そのような接

点は、顧客体験の一部である。チームのオーナーで
あれば、スタジアムでのファンとのつながり（エン
ゲージメント）だけではなく、試合前、試合中、試
合後のファンと関わり合う方法に興味があるはずだ。
我々もあらゆる視点での顧客エンゲージメントを検
討している。

そのため、エンドユーザのメリットをよりよく理解す
るために、設計プロセスに関与するスタッフを多様
化している。CEOや不動産部門以外にも、IT、マー
ケティング、ブランド、人事、そのほかの利害関係者
と会話し、より多くの視点や意見を取り入れている。

パーソナルな体験の提供を妨げている大きな課題
の一つは、業界のデジタル化を推進、構築していく
ための共通の枠組みとなる「アーバンプラットフォー
ム」の欠如である。我々は積極的に取り組んでいる
が、完全に整備されるまで時間がかかる。現状、高
度にパーソナライズされた体験を提供するには、
我々およびクライアント双方にとって時間とコストが
かかる作業となる。

私のデザインチームの役割は、内部から既存事業を
破壊することである。我々はGenslerの建築に対す
るアプローチを、物理的な建物やインテリアを製作
する企業から、総合的な体験を創造する企業となる
よう変革を促している。フィジカルとデジタルを融合
させ、エンドユーザが、従業員や学生、スポーツ観
戦者や買い物客など、誰であったとしても、ひとりひ
とりにパーソナライズされた体験の提供を実現する
のである。

パンデミックにより技術革新が加速し、またイノベー
ションが受け入れられやすくなった。以前から同じよ
うな話はあったが、より多くの人が注視するように
なってきている。今ではCEOも、デジタル体験を融
合させたオフィスビルの環境整備について耳を傾け
るようになってきた。例えば、アナログの世界では、
建物内に出口やエレベータへの行き方を示す物理
的な標識がある。新しい世界では、会社のオフィス
を訪問すると、タブレット上の会議出席依頼がセキュ
リティのクリアパス、エレベータキー、および会議室
への地図となる。これはデジタルネイティブにとって
革命的とは思えないかもしれないが、不動産のよう
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Genslerは、より価値のある体験を作り出すことに
取り組んでおり、建物の所有者や開発業者だけでな
く、エンドユーザを考慮して設計している。また、半
数のエンドユーザのニーズだけを考慮するわけには
いかず、すべてのエンドユーザの公平性を考慮した
設計が必要となる。同様に、安全のための設計だけ
では不十分であり、グローバルヘルスを考慮した設
計も行う必要がある。そして最後に、建物は気候変
動の大きな要因となっているため、環境保護に配慮
した設計も重要である。

伝統的な建設会社を、業界をリードする体験創造企
業に変えることは容易ではなく、この変革の成果を
得るには時間がかかる。ただし、我々は従業員が所
有する会社であることから、次世代を見据えた中長
期的な投資を行うことができ、実現することが可能
である。我々は自分たちの未来を大きく切り開いて
いるのだ。
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ストラテジー
パンデミックにより、CEOは新たな重要な役割
を与えられている12。組織は、フィジカルとデジ

タルを融合させた体験をデザインする上で、顧客の価値観、
リスク選好、嗜好などに対応しようと必死に取り組んでいる。
CEOはこのヒューマンエクスペリエンスの在り方、方向性を
リードしていく必要がある。テクノロジーによるトレンドの変
化（例えばバーチャルショッピングやサービスの拡大）と併
せて、ブランドに期待されていることを考慮しながら進める
必要がある。最終的には、一貫性のあるヒューマンエクスペ
リエンスを提供することが目標であり、CEOが自社の価値
観やビジョンと整合する方向性を示し、リードしていくことが、
この前例のない時代を生き抜くための重要なポイントである。

ファイナンス
人間を中心としたデザインが改善し、ITが財務
に多くの情報をもたらすにつれ、CFOはさまざ

まなシナリオを考慮する必要がある。投資を適切に判断す
る指標（ROI、インプレッション単価、など）は何か、撤退の
対象となる製品またはサービスは何か。さらに、CFOはデ
ジタルエコノミーにおいて、人と人のつながりが会計・評価
にどのような影響を及ぼすかを考慮すべきである。減損また
は売上税などの基準や考え方が及ぼす影響を再整理し、財
務諸表にどう影響しているのかを評価する必要があるかも
しれない。また、ヒューマンエクスペリエンスのプラットフォー
ムの価値を定量化することは難しいが、組織のパフォーマン
スを把握する先行指標にもなり得るかもしれない。

リスク
フィジカルとデジタルの融合は新たなユーザ体験
を生み出している。この新しい環境では、顧客と

の純粋なフィジカルのみの接点、またはデジタルのみのやりと
りに比べて、プライバシー関連の問題がより複雑化する可能性
がある。この変化により、CROはパスワードといった従来のセ
キュリティ形態を見直し、モバイルバイオメトリックスのような
新しい方法を選択することにつながる可能性がある。企業は
テクノロジーの進化により、チャネルを超えて、個人とそのデー
タを特定することができるため、プライバシーに細心の注意を
払う必要がある。デジタルネイティブと高齢世代の間でヒュー
マンエクスペリエンスは大きく異なるため、CROは世代間の
違いについても考慮する必要性があるかもしれない13。サイ
バーセキュリティや、フィジカルとデジタルが融合した体験に
おいてブレークスルーを達成するには、むしろ変化を受け入れ
る準備ができていない顧客にこそ提供していく必要があるかも
しれない。

今後の展望
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現在のカスタマージャーニーは、
柔軟かつ俊敏に変更可能か。チャネル間、
またフィジカル（現実空間）とデジタルの
世界はシームレスにつながっているのか。
顧客の立場で考えているか。

現在の組織は、オンラインとオフラインの
双方でよりパーソナライズされた体験を
顧客へ提供することに向け、新しい
テクノロジーの導入を検討しているか。

顧客データは、分析・活用可能な
構造化されたフォーマットになっているか。
顧客の属性や行動、思考、気分や好みなどの
項目ごとに、顧客データを抽出することは
できるか。顧客から信頼されるために、
テクノロジーをどのように活用すればよいか。

2

3

1
さあ、
はじめよう

要点
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日本のコンサルタントの見解

世界をより開かれたものに 
していく「フィジカルとデジタル
の融合」というトレンド

統合した視点をもってデザインされた 
人間体験

AI、IoT、AR/VRなどテクノロジーの発展と共に、デ
ジタルシフトは着実に進行している。デジタルテクノ
ロジーは組織や個人が直面するあらゆる問題や状
況をよりよく理解し、解決することを支える。しかし、
デジタルへの依存が高まるにつれ、多くの人はより
人間的な体験を求めるようになっている。

サービスはそれがフィジカル（物理的）なものであ
れ、デジタルのものであれ、もはや単独の体験とし
て扱われることはない。ユーザはそれらが統合され

た上でパーソナライズされたサービスを求めている。
筆者は以前、インターネット企業の研究所を世界
5ヶ国に設立し、研究開発を指揮していた。その際
に掲げたビジョンが「サードリアリティ（第3の現
実）」というもので、フィジカルとデジタルの融合を
唱えたものだった。ここでもユーザは両者を本質的
に区別しないことを考えの中心に置いていた。本編
は、このような洞察も踏まえて、それぞれの体験を
統合する視点を持ってデザインされたサービスにつ
いて解説している。

新しい観戦体験のデザイン

デジタルテクノロジーと人間中心のデザインによっ
て、フィジカルとデジタルをつないでいく試みは、日
本でも色々な領域で行われている。

一つがスポーツの領域だ。考えてみれば、昔、テレ
ビすらもなかった時代は、スポーツの楽しみ方はそ
の場に赴いて直に観戦する、あるいは新聞記事など
を見て想像して議論しあうなどが主だった。それが、
テレビが登場して中継が行われるようになり、その

場にいなくても観戦することができるようになった。
さらに試合が終わった後の勝利投手のインタビュー
や、スポーツ番組での選手の打率や防御率等の統
計に触れることで違った角度からも楽しめるように
なった。テクノロジーと共に体験は変わる。今や、
データにリアルタイムに触れる観戦体験が生み出さ
れている。

例として、NTTドコモらが行った実証実験がある。
これは、日本学生選手権水泳競技大会で、5Gによ
る大容量通信とAR情報表示用のスマートグラスを
用い、競技情報をリアルタイムで確認できるように
したものだ。この実験では、電光掲示板で表示して
いた情報をスマートグラスによって視界内で把握す
ることが可能になり、観客は視線移動することなく、
水泳大会を情報と共に楽しめるようになっている1。
ほかにもKDDIが行った札幌ドームにおける野球観
戦での実証実験がある。こちらでは、スマートグラス
内に実際のグラウンドと重なって実況音声や中継の
映像、また選手のコンディションなどの統計情報が
映し出された。映像は、観客の座席位置から見える
グラウンドに合わせ、情報を3次元に可変させて表
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AIによる感情の理解と 
パーソナライゼーション

本編では、機械学習によるソリューションが、パーソ
ナライズされたフィジカルとデジタルの融合に貢献
することも語られている。

機械学習を活かしたサービスとして、楽天の研究開
発機関である楽天技術研究所とラーメンチェーン
の幸楽苑が行った試みがある。幸楽苑では一部の
店舗で、楽天技術研究所が開発したAI搭載のデジ
タルサイネージを用いたサービスを行った。画像認
識で来店客の年齢、性別、感情等の状態を推定し、
販売データと突合して、おすすめのラーメンを表示
する。また写真撮影をすると来店客をラーメン画像
の中に取り込んだ割引クーポンがその場でプリント
され、友人に渡すなど、口コミを広げるツールにも
なる3。

このサービスでは画像認識で客ひとりひとりの今の
状態を踏まえたおすすめをパーソナライズして提供
するところが特徴であるが、デジタルとの融合方法

にも工夫を凝らしている。前述した事例はすべて、
スマートグラスなどの現実空間にデジタルの情報
（競技情報や統計、エナジーボールなど）を投影し
ていた。対してこの事例では、現実空間における来
店客の姿を認識して切り取り、おすすめのラーメン
画像の中に登場させ、クーポンとしてプリントする。
よりユーザのサービス世界への没入感を高めた形
でフィジカルとデジタルをつないでいる。

顧客だけでない、新しい従業員体験の 
広がり

このような体験は何もユーザに対してのみ提供され
るものではない。サービスを提供する側である従業
員の働き方も、フィジカルとデジタルをまたがるも
のへ変化している。

株式会社ホロックスによるリモート接客システムの
事例がある。企業の受付に透明のスクリーンを設置。
そこにその場にはいない受付担当者を等身大で投
影し、訪問客は臨場感をもって会話をすることがで
きる。従業員から見ると、在宅やリモートからの受

示するという工夫を行い、デジタルとのシームレス
な融合を図り、顧客体験の向上を行っている2。

新しいスポーツそのもののデザイン

今までにない観戦方法だけでなく、新しいスポーツ
そのものを生み出していく試みもある。

その一つが、株式会社meleapが開発、運営を行っ
ているARスポーツ「HADO（ハドー）」だ。HADOは、
頭にヘッドマウントディスプレイ、腕にアームセン
サーを装着して技を放つ、AR技術を使ったスポー
ツだ。3対3のチームに分かれ、エナジーボールや
シールドなどの技を駆使し、80秒間の試合時間で
点数を取り合って対戦する。フィールドの中をエナ
ジーボールが飛び交う映像は、仮想のものとは思
えないほど迫力があり、80秒といえど全力で動くの
で息もあがる。まさに融合された新しいスポーツの
形であり、meleapはアジア、北米、南米、ヨーロッ
パ、中東、アフリカなど世界26ヶ国65箇所に店舗
を展開。延べ160万人以上が体験している。
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付業務が可能になる仕組みであり、デジタルと融合
した働き方の一つといえる。企業は場所にとらわれ
ず、接客人材を全国に展開することも可能である。

そのほかの事例として、ベルシステム24らによる
コールセンタ業務支援の実証実験がある。これはオ
ペレーターが社外からであっても、スマートグラスの
画面上に自社製品を立体的に表示し、外観や内部
構造を確認できるようにしたものだ。従来は多くの
製品をオフィス内で保管し、顧客から質問があると、
オペレーターは実物を手に取って確認しながら説明
していた。しかし、このシステムにより、自社製品を
確認しながら行うカスタマーサポート業務を自宅等
でも行うことが可能になる。

これら事例はリモートワーク推進にもつながり、ま
た昨今のCOVID-19の感染対策としても機能する。
さらに働き方の柔軟性に貢献するようになる。例え
ば、育児・介護と仕事の両立をサポートするという
ことにもつながる。

さらなる未来と開かれた社会へ

今後もテクノロジーは発展し、デジタルシフトも一
層進んでいく。それと共にフィジカルとデジタルの
融合の試みも増え、対象もユーザを超えて、従業員
やビジネスパートナーなどのステークホルダーにも
広がっていく。近い将来、機械学習によるアナリティ
クスもより普及し、ひとりひとりに寄り添うサービス
は当たり前のものになるだろう。企業側では空間や
条件を超えて働くことも可能になる。病気や障害、
あるいは育児や介護など、さまざまな制約から遠隔
でしか働けない人に対しても大きく可能性を開いて
いく。

読者の皆様には本編も参考にしながら、フィジカル
とデジタルを融合したサービスや働き方の実現に挑
んでいただきたい。それは多くの人の支持を得なが
ら、多様な形でビジネスをスケールさせていき、世
界をより開かれたものにしていくことにつながってい
くだろう。
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DEIリーダーおよびビジネスリーダーと協力し、
テクノロジーソリューションにより、複雑化する
人材課題に対処する

テクノロジーリーダーの役割

DEIテクノロジーは、採用と昇進、リーダーシップと文化、
測定と分析を通して、人材のパフォーマンスを
サポートすることができる

DEI人材のパフォーマンス

パートナーシップ、責任を持ったデータ活用、および
フィードバックは、テクノロジーに対応した
DEI人材戦略にとって重要な要素である

DEIテクノロジーに関する考察

DEIテクノロジー：
エクイティのためのツール
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DEI人材プログラムおよびポリシーは、組織内のす
べての従業員による意見・申し立てや参加を奨励し、
サポートする。多様性、公平性、インクルージョンの
定義は、組織の風土や文化によって異なるが、一般
的に、多様な人材とは、人員構成、スキル、経験の
幅広い組み合わせであり、一方、公平性は、すべて
の労働者に公正なアクセス、機会、資源、成長を促
す力を提供する。インクルーシブな文化は、公平性、
公正性、尊重を支持し、労働者が帰属意識を持ち、
大切にされ、権限を与えられているということを実
感させる。

多様性、公平性、インクルージョンは、世界中の現
在および将来の従業員にとって重要な問題である。
2020年のLenovo/Intelグローバル従業員調査で
は、組織のDEIポリシーとパフォーマンスが、候補

者が仕事に応募するかどうかを決定する重要な要
因であることが示唆されている。

すべての採用マーケットで半数以上の従業員が、
DEIのパフォーマンスは、応募するかオファーを受諾
するかどうかを決定する際に「非常に」または「と
ても」重要であると述べた。この割合は中国
（89％）、ブラジル（88％）、アメリカ（75％）の従
業員では特に高かった 3。

ほとんどの組織はDEIを重要視しているが、今後取
り組むべきことは多い。デロイトが2020年に実施
した調査「Human Capital Trends」によると、回
答者の79％は、自分の組織の成功のためには従業
員の帰属意識を高めることが重要だと答え、93％
は帰属意識が組織のパフォーマンスを向上させると

2020年夏に社会正義のための抗議行動が世
界の注目を集める以前から、ビジネスリー
ダーたちは多様性、公平性、インクルージョン

（DEI：Diversity, Equity, Inclusion）の必要性を
理解していた。しかし、これらの出来事がきっかけと
なって、多くの組織がDEIをビジネス上の必須要件
として引き上げた。事実、CEOの96％がDEIを戦
略的優先事項と考えている1。そして、社会正義の
ために努力することだけが理由ではない。以前の
研究では、インクルーシブな文化を持つ組織は、そ
うでない組織に比べて、財務目標を達成またはそれ
以上の結果をもたらす可能性が2倍、高いパフォー
マンスをあげる可能性が3倍、革新的かつ俊敏であ
る可能性が6倍、より良いビジネス成果を達成する
可能性が8倍高いことが示された 2。

DEIテクノロジー：エクイティのためのツール
今後の人材戦略に必要なDEI推進におけるテクノロジーリーダーの役割の強化

トレンド9
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回答した。残念なことに、自分の組織がこの傾向に
対処するために「準備万端である」と答えた回答者
はわずか13％だった 4。

このギャップを埋めようとしている企業は、人材の
調達と選定から、エクスペリエンス、報酬、リテンショ
ン、人材開発に至るまで、従業員のジャーニーのあ
らゆる側面でDEIの効果をサポートするテクノロ
ジーをますます使用するようになると予想される。

DEI人材戦略をサポートする 
テクノロジーの役割

初期のDEI人材施策は、メンタリング、スポンサー
シップ、トレーニング、人材開発など、個人に焦点を
当てていた。近年、よりインクルーシブな考え方を
採用する企業が増えており、組織全体の人材施策
は、個人や組織の偏見や不平等に対処するための
ポリシー、プロセス、文化を含む、リーダーが支援
する戦略によって支えられている。

人事担当者はDEI人材戦略を主導することが多い
が、テクノロジーリーダーは、ますます複雑化する
課題に対応するためのテクノロジーソリューション
を設計、開発、実行することで、戦略的パートナー
として重要な役割を果たすことができる。データの
収集、管理、分析、報告の方法を再設計することで、
多様性や公平性が欠如している分野を特定するの
に役立つ。また、テクノロジーリーダーは、DEI人材
のライフサイクル全体に亘るソリューションの統合
に必要な技術的専門知識と戦略的ビジョンを提供
し、最終的にはそれらを組織のテクノロジースタッ
クとプロセスに組み込み、職場全体のDEIを推進す
ることができる。

多様性、公平性、 
インクルージョンは、 
世界中の現在および 
将来の従業員にとって 
重要な問題である。

これらのツールは、従業員が毎日使用している業務
およびコラボレーションソフトウェアへシームレスに
統合できるため、重要な場面における公平性の高
い行動へのナッジ（望ましい行動に向けた後押し）
となるテクノロジーソリューションを選択することが
できる。例えば、年次業績評価を実施する準備をし
ている管理者に対し、無意識のバイアスに関するマ
イクロトレーニングに登録するよう通知を送ること
が考えられる。

AI機能は、リーダーが個人の行動と時間の経過に
伴う変化を理解し、DEIを促進する行動を強化およ
び最適化するのに役立つ。企業のDEI戦略の要素
をサポートするポイントソリューションを提供するベ
ンダーが増えている。また、人材管理モジュールは、
クラウドベースの分析およびダッシュボードを提供
し、人材ライフサイクル全体でDEIをサポートするよ
うにカスタマイズすることができる。これにより、企
業の進捗と機会を総合的に把握できる。
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人材課題に対応するためのDEIテクノロジー
DEIテクノロジーソリューションでは、AI・機械学習と高度な分析を通して、人材の獲得、昇進、ウェルビーイング、リテンションなどの領域に関する詳細な洞察を導き出すことが可能である。
また、リーダーや意思決定者にフィードバックやコーチングを提供するソリューションもある。どのソリューションも、意思決定における人的ミスや偏見を減らし、組織のパフォーマンスとイノ
ベーションを改善することを目指している。ここでは、企業がテクノロジーツールを使用してDEIの成果をサポートしている例をいくつか紹介する。

エリア 説明 テクノロジー活用機会

採用・昇進

リーダーシップと
カルチャー

測定と洞察

より多様な人材プールの特定と、
採用・育成・昇進を支援する。

多様な人材の雇用や維持を含む、
インクルーシブな文化の醸成を支援する。

データおよび分析ツールを使用して、
組織のベースラインを確立し、
進捗を測定し、行動につながる洞察を
提供する。

 • 自然言語処理（NLP）を使用して、ジョブ掲示における偏見のある表現を識別し対応する
 • AIによる潜在的なバイアスに対する認識を高めるために、採用プロセスの重要なポイントで採用担当者に意識付けを行う
 • 候補者検索プラットフォームを通じて、有望で多様な候補者にアクセスする
 • AI、機械学習、自動化により、採用や昇進の「最適な」候補者を客観的に特定する5

 •  組織ネットワーク分析とコミュニティを構築するためのソーシャルプラットフォームを用いて、ワークグループ内でのインクルージョンと帰属意識の醸成を 
支援する

 • NLPと機械学習を使用して、より客観的なパフォーマンスレビューを促進する
 • 行動評価ツールと学習プラットフォームを使用して、インクルーシブなリーダーを育成するために必要な行動の変化を把握する

 • 高度な分析、データの可視化、およびインタラクティブなダッシュボードを使用して、報酬と昇進の公平性を含むDEI KPIをモニタリングする
 • データ・洞察を使用して、従業員と、職場における多様な機会やコーチをマッチングする
 • 予測モデルを使用して、どの従業員が退職しそうかを予測し、積極的に介入する
 • 高度な分析を使用して、DEIの取り組みの定性的および定量的な成果を評価する
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DEIの成果を高めるための 
テクノロジー活用に関する 
考慮事項
DEIの取り組みは、全体的なパフォーマンスと革新
性を向上させるためのロードマップを備えた長期的
な戦略ではなく、特定の人材課題を「修正」するた
めの短期的なイニシアティブであると考える組織も
ある。ここでは、DEI人材戦略の長期的なメリットを
実現することに取り組んでいる組織が共有している
いくつかの教訓を紹介する。

• 組織全体を巻き込む
CEOの支援を受け、権限を与えられたDEI幹
部の存在は、効果的なDEI戦略を策定し、実行
する上で重要である。DEIのリーダーは、意味
のある指標、洞察、データを生成することで戦
略を支えるテクノロジーツールを選定・実装す
るために、テクノロジーリーダーと協力する必
要がある。

• 是正措置を考慮した計画とインフラを検討する
機密データを収集する前に、そのデータの活用
方法について、さまざまな発見に基づいて実行
する可能性があるアクションも含め、明確な計
画があることを確認する。不公平性を認識しな
がら、計画された是正措置を実施しなかった場
合は、組織に法的責任が生じる可能性がある。
このようなデータ収集や分析のイニシアティブ
を検討する際には、法務アドバイザーや人事ア
ドバイザーと緊密に連携することが重要だ。

• 既存データを活用する
多くの企業は、個々のデータベースに有益な人
材データを保有している。このデータは、有効
な機会の特定や、DEI戦略の成果を評価するた
めに使用できるベースラインの作成に活用でき
る。（組織がデータの課題に取り組む方法につ
いては「マシンデータ革命：データが機械を巡
る」の章で説明する。）既に収集したデータをさ
まざまな目的に利用できるかどうか、あるいは
どのように利用できるかについて理解するため
に、法務チームおよびプライバシーチームと協
議することが重要である。また、一般に公開さ

れているデータソースを使用することも検討し
てほしい。例えば、あるアメリカ政府機関は、採
用活動においてオープンソースデータと有償
データを使ったツールを作成し、多様な候補者
の募集に最適なロケーションを特定した。

• 新しいデータの収集は慎重に進める
組織は、収集された個人データをどのように使
用し、保護することができるか、また、従業員へ
の通知・同意が適切であるかを理解するために、
それぞれの法律およびプライバシーチームと協
議する必要がある。DEI関連の情報を共有する
ことに抵抗を感じる人もいるかもしれないため、
参加は任意であることを保証し、情報がどのよ
うに使用されるかについて透明性を確保した上
で、従業員が参加できるようにする。個人が特
定できないように情報をマスキングすることを
検討しながら、意思決定に役立つ情報を提供す
る。デロイトの「Tech Trends 2020」では、従
業員の信頼を維持するためにテクノロジーを倫
理的にどのように利用するかについての洞察を
提供している。
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• DEIツールに関する多様なフィードバックを集
める
多くの新しい技術がDEIテクノロジーに採用さ
れるようになっており、一部のツール、特にAI・
機械学習機能を持つものは、新たなバイアスや
その助長につながる可能性に注意が必要であ
る。新しいDEIテクノロジーを検討する際には、
予期しない問題を発見し、他者の感受性を理解
するために、ツールを適切に批評できる多様な
チームからのフィードバックを奨励し、それに基
づいたアクションを取る必要がある6。

進むべき道
DEIテクノロジーツールは、DEI戦略を推進するた
めに必要な客観性と信頼性を提供できる有意義な
洞察、指標、データを提供することができる。しかし、
最高のツールでさえ、人間が意味のある行動でフォ
ローをしなければ有効ではない。適切に使用され
たテクノロジーは、人間の客観性、一貫性、公平性
を支えることはできるが、多様な人材、公正な環境、
そしてインクルーシブな文化を構築するという継続
的なリーダーシップのコミットメントがあって初めて
機能するものである。
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私の見解 デロイトは企業として長年DEIを支持して 
きたが、テクノロジーとデータドリブンな 
洞察が、デロイトの人材ライフサイクル 
全体に亘り、より多様で、公平かつ 
インクルーシブな体験を提供する上で 
どのように役立つかについて 
近年まで深く探求していなかった。

2020年の過去に類を見ない社会的状況により、ほかの多くの組織のリーダー
がそうであったように、我々も会社の最優先事項として人材のDEIへのコミッ
トメントをオープンに議論し、進歩を加速する行動を取ることによって、最後ま
でやり遂げる覚悟を新たにした。

Doug Beaudoin 
Chief information officer, 
Deloitte LLP

Kavitha Prabhakar 
Chief DEI officer, 
Deloitte Consulting LLP

Stephani Long 
Chief talent officer, 
Deloitte Consulting LLP
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スしやすい方法で統合されていなかった。そこでデ
ロイトは、人材データを統合し、より多様で公平か
つインクルーシブな職場を作るのに役立つ洞察を生
み出すために、ピープルアナリティクスプログラムを
導入している。

また、従業員の目に見える、あるいは目に見えない
多様性について、より多くの自己申告情報を収集・
保護してる。個人は、自分の経歴やそのほかの属性
を自身で特定できるようになったほか、関連性の高
いグループやそのほかのネットワークとつながるこ
とを自らの判断でできるようになった。

我々は、後知恵による洞察から、意思決定を支援す
る予測的分析へとデータ利用をシフトする計画であ
る。例えば、従業員の退職意志の可能性を示す重
要な履歴データを知りたいとしよう。現在の人材
データをモニタリングすることによって、離職リスク
があるメンバを特定し、適切な先制行動をとること
ができる。

新しいコラボレーションツールは、仮想環境におけ
るインクルージョンにも役立つ。幸い、我々は、パン
デミックが始まったときには、すでにテレビ会議の
利用を開始していた。ビデオ通話の視覚的な特徴
は、人々がチームの多様性を理解するのに役立ち、
インクルージョンと、公平な参加機会を促進する。
もちろん、改善の余地はある。例えば、IT部門は、
従業員のオンラインでのビジュアルイメージを向上
させるという課題に取り組んできた。Webカメラと
照明を自動的に調整して、より多様な肌や髪の色を
正確に捉え、誰もが最高の自分に見えるようにする
アプリケーションを開発している。

ここ数ヶ月の間に、我々は適切な人材データの収集
と保護、および人材ライフサイクル全体にわたる有
意義で実用的な洞察のための分析において、大き
な進歩を遂げた。また、よりインクルーシブな文化
をサポートするために、テクノロジーツールを採用
し、改良している。まだ道半ばであるが、我々は、す
べての人の利益のために、より多様で、公平かつイ
ンクルーシブな社会の構築を支援することに尽力し
たいと考えている。

デロイトの取締役会と執行委員会、特に米国取締役
会長の Janet Fouttyと米国CEOの Joe Ucuzoglu
による支援とコミットメントは、迅速に大きな進展を
遂げるための重要な後押しとなった。我々は、人材
データの透明性によって明らかになる無意識の不公
平から生じるリスクと、従業員のエンゲージメントと
生産性を脅かす、透明性を欠くことによるリスクの
バランスを取ることにチャレンジした。

エグゼクティブスポンサーシップのほかに、効果的
なDEI戦略には組織全体のコラボレーションが必
要である。デロイトの IT部門は、データやテクノロ
ジーツールをデロイトの総合的な人材戦略の一つ
の要素として適切に組み込むため、各事業、人事、
およびDEIチームと連携している。

当社の目標の一つは、テクノロジーを活用して自社
人材をよりよく理解し、より多くの情報に基づいた意
思決定を行うことである。そのためには、規制当局
の報告に必要な範囲を超えた人材データへのアク
セスが必要であった。これまでは、さまざまなシス
テムで利用できる豊富なデータがあったが、アクセ
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ストラテジー
DEIに野心的な目標を設定しているCEOは増
えているが、多くは進捗の測定に苦労している。

新興のDEIツールは、CEOが偏見を減らし、インクルーシブ
な職場を作るために必要な文化的シフトに役立つ。これを
成功させるためには、CEOはDEIテクノロジーの能力を十
分に理解し、ツールが善のために使われるように、CIOやダ
イバーシティリーダーに意図的な制約を組み込むことを求め
るべきだ。一部のケースでは、高度なDEI分析能力を持つ
組織が、新しい洞察に基づくアクションを十分に起こせず、
問題を複雑化させている。このことを念頭に置いて、CEOは
ステークホルダーと協力して、それぞれのインクルージョン
の課題に対してカスタマイズされた戦略と、十分な情報を
持ったチームを作る必要がある。

ファイナンス
これまで以上に、リーダーは社会的責任に対す
る組織のビジョンについて、社会に向けてメッ

セージを発信している。そのため、先見的なCFOの多くは、
人材が彼らの最優先事項であり続けるため、そのビジョンが
何であるかを定義する上でより強い役割を担っている。労働
市場への新規参加者は、DEIに対する企業のコミットメント
を認識しているため、社会的責任が従業員のリテンションに
おいてより強い役割を果たすようになるかもしれない。採用
バイアスの監視に使用されるインクルージョンテクノロジー
の詳細について、CFOの関心は低いかもしれないが、必要
なスキルを備えた多様な人材を訓練・育成するツールには
注意を払うべきである。特に、現在の仮想環境においては、
リモートワークモデルを活用することで、これまではリーチ
できなかった多様な候補者を対象とした採用活動もできる。

リスク
社会問題の分野では、多くの人がテクノロジー
は偏っていると考えている。しかし、職場での偏

見の根本的な問題は、ソフトウエアツールではなく、それを
開発・利用する人間にある。本編で論じたようなツールは、
人間の偏見を減らすために必要な突破口や洞察を提供する
ことができる。また、多様性、公平性、インクルージョンに関
する組織のビジョンの説明責任を果たすために役立つデー
タを管理することもできる。最高リスク責任者（CRO）が透
明性に内在するリスクを管理する場合、こうしたツールから
のデータ収集と分析は、組織がDEIの進捗状況を測定する
のに役立つ可能性がある。リスクリーダーは、予測的リスク
分析を使用して、問題が発生する前に介入する方法を探す
ことができる。

今後の展望
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組織全体のDEIの取り組みを
サポートするために、どういったツールと
プラットフォームを評価しているか。

DEIテクノロジー活用は、
採用バイアスの低減などの
単独のイニシアティブではなく、
従業員のライフサイクル全体に
焦点を当てることができているか。

DEIリーダーとテクノロジーリーダーは、
意味のあるDEIの成果をもたらす
テクノロジーを実装するために、
どのように協力しているか。

2

3

1
さあ、
はじめよう

要点
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日本のコンサルタントの見解

よりインクルーシブな経営・ 
人材マネジメントが求められる 
世界へ

DEIとは

日本の多くの方々にとってまだDEIはなじみの薄い
ものであると思われる。一方、D&I（Diversity & 
Inclusion）については、すでに多くの企業において
人事戦略のみならず重要な経営戦略として取り入
れられている。特にグローバル企業においては、
D&Iを明確に経営課題と位置づけ、本社のみなら
ずグループ横断のD&I戦略を策定・実行する事例
が増えている。これは、以下に挙げられるようなトレ
ンドを踏まえ、事業のグローバル化に伴い多様な
チームによるコラボレーションが求められるように
なっていること、およびブランディングの重要性が高

まっていることが大きな要因であろう。

1.  事業のグローバル化に伴い、世界各国の顧客や
投資家、取引先などが組織の状況や社会的な課
題（SDGsなど）への取り組みを重視するケース
が増加している

2.  D&Iを推進する企業であるということに対する
社会（顧客、投資家、取引先、従業員、学生を
含む採用ターゲット層など）からの注目が高まっ
ている

3.  企業が事業や組織を通して社会的な変革
（social impact）をもたらすことに対する期待
がグローバルレベルで高まっている

4.  世界中の市場を開拓し、グローバルな競合に勝
ち抜くために、多様な考え方を受け入れ、コラボ
レーションを推進することが急務である

5.  新規事業、デジタルトランスフォーメーションな
どの新たな領域への拡張には、多才な人材を獲
得し、その能力を最大限に活用することが前提
となる

もちろん日本企業においても近年では特に働き方

改革を背景として様々なD&I施策が行われており、
ダイバーシティ担当役員の設置やダイバーシティに
関する年次レポートの発行なども盛んに行われて
いる。デロイトでは、Diversityについて、「目に見え
るものもそうでないものも含め、一人ひとりを形作
る違いと思考の多様性」と定義しており、Inclusion
については、「多様な従業員が受容されていると感
じ、活躍出来る『場』を構築すること」としている。

DEIは、これらにEquity（公平性）が加わったもの
である。Equityについては、現時点で複数の定義
が存在するようであるが、この寄稿ではデロイトの
定義を踏まえて「さまざまな配慮および障壁・特権
の排除により、すべての人々が公正なアクセス、機
会、リソース、成長のための力を持つこと」としたい。
EがEquality（平等性）でなくEquity（公平性）で
あるのは、よく背の高さの違う3人と踏み台の例で
示されるように、同じ高さの踏み台を提供して結果
（＝見える景色）が異なるということではなく、3人
それぞれの高さにあった踏み台を提供することによ
り結果（＝見える景色）を同じくしようという思想が
反映されていると思われる。
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ダイバーシティには種々の類型があるが、このうち、
経営層のダイバーシティ推進においては、取締役会
における女性・外国人の登用が特に注目を集めて
いる。日本においても女性管理職や女性役員の比
率向上について取り組みが進められているが、英米
と比較するとその進み具合は残念ながら低調であ
るといわざるを得ない。2018年に改訂されたコー
ポレートガバナンス・コードにおける「取締役会の
役割・責務を果たすための知識・経験・能力のバ
ランス、ジェンダー・国際性を含む多様性および規
模の両立」に関する言及や、ESG投資の高まりによ
り、日本企業でもダイバーシティを重視する方針を
打ち出す企業が増加している。加えて、2021年6
月頃に改訂が予定されているコーポレートガバナン
ス・コードでは、ダイバーシティおよびインクルージョ
ンの方針、実践の方法などや、女性、外国人、中途
採用者の人材登用の多様性についての考え方、目
標、達成状況を開示することが求められるなど、日
本においても、ますます女性役員・外国人役員の
登用が進むものと思われる。

更に、近年のトレンドとしては、Fair Pay（フェアな報
酬）が注目されている。役員報酬と従業員報酬の連
動（CEO Pay Ratioの開示など）や報酬機会の公平
な提供（女性がシニアポジションで活躍するための
目標設定など）のほか、Gender（性別）／Ethnicity
（民族）によらず同等の処遇を受けることができる社
会の構築が挙げられる。

役員報酬については日本にて最大規模となるデロ
イトの役員報酬サーベイも含め多くの調査が存在す
るが、最近ではGender Pay（性別による報酬格差）
だけでなく、英国などではEthnicity Payと呼ばれ
る民族による報酬格差の調査も行われている。
2010年に30%クラブが創設されるなど、D&Iにお
いて先進的取り組みを行っている英国では、近年、
経営層のダイバーシティの着眼点は性別だけでなく
民族に移行しており、今後日本も含めた各国におい
ても同様の動きがみられるようになると推察される。
また、デロイトが毎年発行している「Global Human 
Capital Trends 2021」においても事例が触れら

Equityという概念自体は以前から存在しているよう
である。今回特に注目されているのはアメリカを中
心とした社会的活動が背景にあると考えられるが、
日本からはなかなか肌感覚で理解・把握しづらい
のが正直なところであろう。いずれにしても、DEIに
おいては、それぞれの国・地域あるいは企業・組
織においてさまざまな背景、歴史、文脈があること
から、それらを慎重に把握した上で対応する必要が
あると思われる。

経営層に関するDEIの取り組み

グローバル企業では、ダイバーシティ経営において
経営層が改革の主たる担い手となっている。CEO
が事業戦略とD&Iのつながりを明示するとともに、
経営層がD&I推進組織の主力メンバとしてD&I戦
略と人材マネジメントを結び付け、事業戦略の効果
的な実現につながるよう人材に関する意思決定を
担っている。また、D&IのKPIを役員報酬の評価指
標とするなどの施策を実施している。
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れている通り、あるアメリカ企業では役員および従
業員の民族比率を外部公開しており、多様な人材
を活用する企業が今後より注目されることになるで
あろう。

人材マネジメントにおけるDEI

デロイトの調査によると、インクルーシブな組織で
は、従業員ひとりひとりが「安心」、「一体感」を感
じるだけでなく、自身が「貢献実感」を感じられる
ことが重要であることが分かった（図表）。これらは
段階的に進んでいくことから、ある組織においてい
きなり貢献実感に進化することはないと考えられる。
組織のカルチャーを変えていくには、トップの強力な
コミットメント・リーダーシップと一貫性のある施策
群および従業員一人ひとりへの地道な働きかけに
よる意識変革が必要であり、DEIのようなセンシティ
ブな内容が含まれるケースでは特に慎重に進める
必要がある。まずは、自社・自組織がどの段階にい
るのか、サーベイやインタビューおよびデータ分析
などにより、現状をしっかりと把握したうえで対策を
練ることが重要である。

ている。また、採用の局面においては、採用時に性
別が分かる用語を使わないことがルールになってい
る企業も現れている。AIを活用して採用時の書類
選考を行う事例も増えているが、以前には教師デー
タの内容がDEIを踏まえたものになっていなかった
ため、偏った選考結果を出してしまった事例もあっ
たようである。今後の取り組みについては、このよう
なデジタルテクノロジーを活用した場合におけるア
ンコンシャスバイアスについても考慮が必要になる
であろう。

カルチャーを構成する項目・場面は多岐にわたるこ
と、また、マスではなく従業員ひとりひとりの観点か
ら考察する必要があることから、各企業における働
き方とそれに関連した人材マネジメントの諸施策
（採用、キャリパス、育成、人材配置、評価など）お
よび業務配分・チーム組成やコミュニケーションな
どについて、デジタルテクノロジーを活用した緻密
な分析と施策策定を行うことが必要であろう。数年
前から、アンコンシャスバイアスに関するトレーニン
グや啓蒙を自社従業員に対して行う企業が増加し

図　インクルーシブな組織における従業員の感覚の変化

Comfort

Connection

Contribution

公平に扱われ、同僚から尊敬さ
れていると感じられる

一緒に仕事をしている人たち
や、自分が所属しているチーム
とのつながりが感じられる

自分のユニークな強みがチーム
や組織の共通目標や理念を達
成するためにどのように役立っ
ているかを理解し、有意義な仕
事の成果につながっていると実
感できる

204DEIテクノロジー：エクイティのためのツール1 2 3 4 5 6 7 8 9



デロイトの事例であるが、COVID-19においてリ
モートワークが常態化する中において、従業員の不
安、孤独、ストレスが懸念される中、高頻度なパル
スサーベイによるデータ取得を行い、その分析結果
を公開するとともに対策に関する討議をリモート会
議にて従業員に公開することで、安心感や一体感を
維持する取り組みを行っている。一体感については、
デジタルツールを活用し、組織内コミュニケーショ
ンの可視化やチーム内でのチェックイン（1 on 1の
チーム版）による高頻度なコミュニケーションフィー
ドバックを取り入れる企業も増えていると認識して
いる。

今後、DEIを実現していくには、データ活用やデジ
タルツール活用が不可欠と考える。自社のタレント
マネジメントシステムのみならず、そのほかのシステ
ムにあるデータをどのように活用するか、あるいは
新たにどのようなデータ・デジタルツールを取得す
べきかなど、今後、各企業において本格的な検討が
進んでいくことになるであろう。

執筆者
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